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今号の内容 

1 点字図書館から 3ページ 

●新採用職員のご紹介 

●メール配信サービス変更に当たってのお願い 

●貸出期限が過ぎている図書、雑誌及びデイジー版「メールにいがた 

（本編のみ）」の返却について・お願い 

●音声解説付きDVD映画体験上映会を開催します 

●寄贈を受けた図書の紹介 

●今号から数回にわたり「メールにいがた」別冊「新刊案内」でシネ 

マデイジーを紹介していきます！ 

●図書増加目録及び雑誌一覧の提供方法変更のお知らせ 

●最新版の「図書増加目録」及び「ＣＤ雑誌一覧」を発行しました 

●平成25年度実施アンケート結果の概要 

●不要になった書換え可能なＣＤ-ＲＷのご提供・ありがとうござい 

ます！ 

2 Ｑ＆A 9ページ 

Q：対面朗読とはどのようなサービスですか。どのような資料なら対

面朗読の申込みを受けてもらえますか。 

Ｑ：内容の多い図書は期限内に読み切ることができません。図書の返

却期限をもう少し長く設定してほしいのですが。 
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3 お役立ち情報 10ページ 

●新潟県視覚障害者福祉協会の行事などのお知らせ 

（1）日常生活でお困りのことはありませんか 

（2）「ふれあい・いきいきサロン」のご案内 

（3）便利商品のご案内 

●NHKラジオ番組「聞いて聞かせて」をご存知ですか？ 

●一般道路でタンデム自転車の走行ができるようになりました！ 

●第17回ふれ愛さくらまつりのご案内 

●平成26年度の「新潟交響楽団演奏会」のお知らせ 

●バリアフリー上映会のお知らせ 

●第12回オンキヨー世界点字作文コンクール作品募集のご案内 

●新潟県障害者交流センターが平成26年度に実施する主な行事 

4 2月・3月登録の新刊製作ボランティアの紹介 17ページ 

  ●点訳24名、音声訳20名、デイジー編集 6名 

5 開館及び電話受付時間と 4 ～6 月の休館日 17ページ 

 

 

巻末  「日常生活支援機器情報コーナー no.11」 

「携帯用点字ディスプレイいろいろ」 

記字掲載ご協力 株式会社ラビット 代表取締役 荒川明宏 様 

 

※１ 新刊案内（2～3月分）は別冊 

音訳 84タイトル、点字 63タイトル 

※２ 県内主要文化施設の催し紹介（4月下旬～6月中旬）の 

点字版及び墨字版は別冊、録音版は本編の最後に収録 
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●新採用職員のご紹介 

平成26年４月１日付けで採用された当館職員をご

紹介します。 

点字指導員である山形主査の後継職員として、様々な

知識や技能を習得してもらいます。みなさん！よろしく

おねがいします！ 

≪自己紹介≫ 

 はじめまして、4月1日より新潟県点字図書館で働かせていただくことに

なりました近藤風花（こんどう ふうか）と申します。 

 医療福祉大学を卒業し、昨年 1年間は新潟市児童相談所で児童福祉司とし

て勤務してまいりました。 

 大学時代には、障がい者スポーツ大会にコーチとして参加したり、勉学環

境に恵まれない中学生の学習支援を行ってきました。 

 趣味は古着屋巡りです。学生時代から古着にこだわるようになりました。

古着の風合いや質感を大切にしながら、自分らしい服装をするよう心がけて

います。 

 まだまだ社会人として未熟ではありますが、点字の技能を早く身につけら

れるよう、一生懸命勉強していきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

●メール配信サービス変更に当たってのお願い 

当館では、メール配信希望者に当館の情報誌「メールにいがた」や時々の

タイムリーな情報を一斉メールでお知らせしています。現在、この一斉メー

ルは Yahoo！グループのメーリングリストサービスを利用していますが、こ

のサービスが 5 月 28 日で利用ができなくなり、GMO（株）のメーリング

リストサービスに切り替えることになりました。 

この切替えに当たっては、現在Yahoo！グループのメーリングリストサー

ビスを利用している方々の同意が必要になります。 

つきましては、これまで当館の一斉メールを受信されていた方は、下記事

項をご確認のうえ、4 月 30 日（水）までに「同意」又は「不同意」何れか

のご連絡をくださいますようお願いします。 

1 点字図書館から 
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（1）「不同意の方」及び「ご連絡がない方」は、GMO（株）のメーリング 

リストサービスへのアドレス登録は行いません。従って、当館の一斉メ 

ールは配信されなくなります。 

（2）当館の一斉メールが配信されなくなる方への当館情報誌「メールにい

がた」の6月号からの発送は、次のようになります。 

★「不同意」のご連絡があった方 

 「メールにいがた」の今後の送付方法を確認させていただいたうえで発 

送させていただきます。 

★ご連絡がない方 

①現在、メール配信のみで当館情報誌を利用されている方へは、墨字版 

を送付させていただきます。 

②現在、メール配信の他に点字版、墨字版又はデイジー版でも利用され 

 ている方へは、引続き同じ媒体を送付させていただきます。 

※ なお、当館から一斉メールの配信を希望する方の登録は、随時行ってい 

ます。配信を希望される方は、Eメールアドレスを添えてお申出ください。 

●貸出期限が過ぎている図書、雑誌及びデイジー版「メールにいがた（本編

のみ）」の返却について・お願い 

 メールにいがた106号のQ＆Aでもふれさせていただきましたが、最近返

却の滞っているCDの図書、雑誌、当館情報誌「メールにいがた（本編のみ、

新刊案内は除きます。）」が増え、ＣＤや郵送ケースの在庫不足となる状態が

時々発生しています。 

 貸出し図書、雑誌等の返却期限は次のとおりですので、可能な限り期限内

での返却をお願いします。 

★図書：2週間以内   ★週刊誌：2週間以内 

★月刊誌：3週間以内  ★メールにいがた：発行月の翌月の中旬頃まで 

 仕事の都合や家庭の用事が重なり、上記期限内で返却できない場合は、事

情に応じて返却期限の延長を行いますので、その旨ご連絡ください。 

ご連絡がなく返却滞納数が一定数を超えた利用者にあっては、貸出しを一

時停止させていただきますことを、ご了承ください。 

●音声解説付きDVD映画体験上映会を開催します 

平成26年度からの新たな取組みで、見えにくい人、見えない人も楽しめ

る！映像付きの「音声解説付き映画体験上映会」を、年に 2～3回開催しま
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す。 

今年度第１回目の体験上映会を次により開催しますので、ご家族・ご友人

お誘い合わせのうえ、多数ご来場ください。 

日時：6月19日（木） 午前10時30分～12時 

 なお、当日の午後はプラザ2階のミーティングルームで「ふれあい・い 

きいきサロン」も開催されます。 

上映：次の候補から希望が最も多いものを上映しますので、鑑賞したい作 

品を5月25日（日）までに、電話、ファックス又はメールでお聞かせ 

ください。 

  ★候補1 スウィングガールズ 2004年 日本 1時間45分 

   概要：東北の片田舎を舞台に、ひょんなことからビッグバンドを始め 

た女子高生たちが、ジャズの魅力にひきこまれていく様子を描いた 

青春音楽ドラマ。 

  ★候補2 となりのトトロ 1988年 日本 1時間 26分 

   概要：サツキとメイの姉妹と、不思議でチャーミングな生き物「トト 

ロ」との心あたたまるふれあいを描く。第43回毎日映画コンクー 

ル日本映画大賞ほか受賞。 

  ★候補3 おくりびと 2008年 日本 2時間11分 

概要：ひょんなことから遺体を棺に納める「納棺師」となった主人公 

が、次第にその儀式に大きな意義を見出していく姿と、故人を見送 

る際の様々な人間ドラマを描き出す。第 81回アカデミー賞外国語 

映画賞ほか受賞。 

会場：新潟ふれ愛プラザ 1階 集会室 

新潟市江南区亀田向陽１-９-１ 

    なお、亀田駅～新潟ふれ愛プラザ間の歩行支援を行いますので、必 

   要な方は、体験上映会の前日までにその旨お申込み下さい。列車到着 

時間に合わせ職員が出迎えます。 

●寄贈を受けた図書等の紹介 

寄贈を受けた次の図書の貸出等を行います。希望される方はその旨お申 

込み下さい。 

（1）社会福祉法人 桜雲会からの寄贈図書 

  ★視覚障害者と健常者が共に築く職場（点字・墨字併記版） 

    視覚障害者が働く場面で遭遇する問題や、必要な準備等を解説した 
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   もので、視覚障害者と健常者、どちらの立場からみても必要な内容が 

   まとめられています。 

    また、必要な方3名（先着順）に１部ずつお譲りします。ご希望の 

   方はお申出下さい。 

（2）公益財団法人 すこやか食生活協会からの寄贈図書 

★レシピカード集 「みんなでミートクッキング」（点字・拡大文字兼用 

図書・ＳＰコード付き） 

このレシピカード集は、牛肉・豚肉を使った料理16品目のレシピ 

   を紹介しています。 

  また、すこやか食生活協会では、この図書を希望される方に先着順 

 で進呈しています。ご希望の方は電話又はファックスで下記へお申込 

 み下さい。 

公益財団法人 すこやか食生活協会 

  TEL 03-5641-5311  FAX 03-5641-5312 

（3）ライオン株式会社からの寄贈図書 

  ★2013年 秋 「ライオン製品情報」（ＳＰコード付き大活字版） 

    ハブラシ、ボディ用スキンケア、衣類洗浄剤、衣類用柔軟仕上げ剤、 

衣類用香りづけ剤、衣類・布製品用消臭剤など、2013年秋に発売さ 

れた新製品及び改良品 8品が掲載されています。 

※この図書は返却時に送料が必要です。 

（4）特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会からの寄贈ＤＶＤ 

 ★「『みえにくさ』とともに生きる～視聴覚に障害のあるアッシャー症候 

群の女性の歩み～」 

●今号から数回にわたり「メールにいがた」別冊「新刊案内」でシネマデイ

ジーを紹介していきます！ 

シネマデイジーは耳で観る映画です。映画のサウンドに登場人物の表情

や動作、画面の様子を説明する音声解説を付けてデイジー編集したもので、

デイジー図書の感覚で音で映画が楽しめます（再生にはプレクストーク等

のデイジー再生機が必要）。 

  別冊「新刊案内」であいうえお順にタイトルを紹介していきますので、

デイジー図書の新たな楽しみ方としてご利用ください。 
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●図書増加目録及び雑誌一覧の提供方法変更のお知らせ 

年度別に発行している「図書増加目録」と「ＣＤ雑誌一覧」の提供方 

法を、一般図書と同じ貸出し方式（墨字版は除く。）に改めさせていただ 

きます。なお、お手元に置いておきたい方には、プライベートサービス 

（有償）での提供とさせていただきます。 

また、発行時期については、「メールにいがた」でその都度お知らせし 

ます。 

（1） 貸出用として発行するもの 

★点字図書増加目録：点字版 

★録音図書増加目録：点字版、デイジー版 

★ＣＤ雑誌一覧：点字版、デイジー版 

（2）プライベート（有償）サービスとなるもの及びその料金 

  ★点字図書増加目録：点字版、点字データ（ＣＤ）版、墨字版、何れも

一部500円 

  ★録音図書増加目録：点字版、点字データ（ＣＤ）版、墨字版、デイジ 

ー版、何れも一部500円 

★ＣＤ雑誌一覧：点字版、点字データ（ＣＤ）版、墨字版、デイジー版 

何れも一部200円 

●最新版の「図書増加目録」及び「ＣＤ雑誌一覧」を発行しました 

図書増加目録（平成 23年度）及び雑誌一覧（平成25年９月版）が 

２月下旬に発行されました。貸出しを希望される方、お手元に置くために 

プライベートサービスを希望される方は、その旨お申込みください。 

●平成25年度実施アンケート結果の概要 

 昨年度に実施した利用者アンケートの集計結果（概要）をご報告します。 

（１）回答数 83通 

（２）図書の水準について（数字は％） 

満足62.6、普通27.7、不満 0、利用していない9.6 

（３）職員応対について 

満足69.9、普通19.3、不満 2.4、利用していない8.4 

（４）年間増加目録の必要度 

よく使う13.2、たまに使う28.9、使っていない47 

その他と無回答10.8 
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（５）年間増加目録が必要である理由（複数選択可／数字は回答数） 

①読みやすい、保存しやすい 24 

②ジャンルごとで探しやすい 25 

③紛失した新刊案内の補完 6 

④複数の種別をもらえる 0 

⑤その他 ２（家族用に墨字をもらっておくと便利１、必要な本を確

認しやすい１） 

（６）年間増加目録のかわりに図書を検索する方法（複数選択可／数字は回

答数） 

①メールにいがた（図書館だより）の新刊案内を活用 33 

②点字図書館に電話で検索依頼 10 

③点字図書館に自分専用のリストの作成依頼 7 

④サピエ図書館等 17 

⑤リンクポケット（インターネット接続できる小型の端末） 4 

⑥その他 6（E メール版図書館だよりの新刊案内データを保管１、

雑誌からの情報収集１、ラジオからの情報収集１、にってんボイスか

らの情報収集１） 

（７）自由記載意見（抜粋） 

・テキストデータを作成してもらいたい。 

・原本と音声CDを同時貸出してほしい。 

・音声解説付きDVD上映会の実施をしてほしい。 

・音声パソコンや情報機器の講習会を実施してほしい。 

・予約になった図書の電話連絡を実施してほしい。 

・点字表示のないCDケースには必ず点字シールを貼付してほしい。 

・ボランティアの得意分野を生かした図書製作をしてほしい。 

・プライベートサービス、対面朗読、代筆サービスなど、事業内容が不

明。詳しい説明を。 

・移動点字図書館実施地域の利用者には、文書だけでなく電話通知もし

てほしい。 

・音声環境でパソコンが使える（説明ができる）視覚障害職員がいると

いい。 

・館外行事の折にも臨時休館をせずに開館してほしい。問合せができず

不便。 
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 たくさんの貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。 

年間増加目録の発行については、継続希望と廃止の声がほぼ同数というア

ンケート結果や当館運営環境の変化等を踏まえ、発行は維持しつつも有料化

（希望制）という方法を取らせていただきました。希望される方には負担を

おかけすることになりますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

 皆様のご意見をお聞きするためのアンケートです。2年に 1回程度の割合

で実施する予定です。回答には負担をおかけしますが、より良い点字図書館

づくりのため、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 なお、アンケート集計結果の詳細を知りたい方は、お気軽にお問い合わせ

ください。 

●不要になった書換え可能なＣＤ-ＲＷのご提供・ありがとうございます！ 

  省資源型事業の推進や当館運営経費の節減を図るため、皆さんから御提

供をいただいている書き換え可能で不要になったＣＤ-ＲＷ。 

2月と３月で約40枚寄せられました。温かいご協力をありがとうござ

いました。 

引続きご提供をお待ちしておりますので、ご協力よろしくお願いします。

枚数が多く郵送用ケース等が必要な場合は、当館までご連絡下さい。 

 

 

2 Ｑ＆A  

 利用者の皆様から寄せられたご質問やご意見に、お答えします 

Q：対面朗読とはどのようなサービスですか。どのような資料なら対面朗読

の申込みを受けてもらえますか。 

A： 対面朗読サービスは、情報を早く知りたいなどの理由でご持参された

資料を、読んでお聞かせするサービスです。 

1 回当たり概ね 2 時間以内で、図書、同人誌の内容確認、新聞や雑誌

の記事、チラシ、パンフレット、手紙、取扱い説明書などをお読みします。

ダイレクトメールの仕分けなどもご利用ください。 

専用の対面朗読室で行いますので、利用された方の秘密は守られます。 

利用は事前予約制です。希望日の２日前までに電話でご予約ください。 
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Ｑ：内容の多い図書は期限内に読み切ることができません。図書の返却期限

をもう少し長く設定してほしいのですが。 

A： 当館の図書及び雑誌の返却期限について、改めてお伝えします。 

★点字及び録音図書 ２週間以内 

★録音雑誌（週刊誌）２週間以内 

★録音雑誌（月刊誌）３週間以内 

★図書館だよりデイジー版 発行月の翌月の中旬頃まで 

デイジー（CD）図書が普及し、１枚の CD の収録時間が 30 時間を

超えるような図書もめずらしくありません。規定の返却期限までに読み

終わらなかった場合には、２週間の延長ができます。ただし、次に予約

者が多数いる場合には一旦返却していただき、再度予約をお願いする場

合もあります。また、資料によってはプライベートサービス（個人向け

有料サービス）で、点字打出しや CD へのコピーが可能なものもありま

す。詳しくはお気軽にお問い合わせください。 

返却期限は、より多くの利用者に公平に資料を利用していただくため

のルールです。ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

●新潟県視覚障害者福祉協会の行事などのお知らせ 

新潟県視覚障害者福祉協会が実施する主な行事等をお知らせします。 

お問合せ、申込みは視覚障害者福祉協会事務局へ 

TEL 025-381-8130 FAX 025-381-8120 

（1）日常生活でお困りのことはありませんか 

  見えない・見えにくい方の様々な日常生活訓練を行うための生活訓練指

導員が配置されています。将来の悩み、一人で外出したい、安全に調理が

したい、パソコンを使いたい等の相談や訓練を行っています。お気軽にご

相談・お問い合わせください。 （担当：山口生活指導員） 

（2）「ふれあい・いきいきサロン」のご案内 

  新潟県視覚障害者福祉協会の「ふれあい・いきいきサロン」が始まって

から1年が過ぎようとしています。参加される方が徐々に増え、活気あふ

れる情報交換の場になっています。最近の話題や趣味、見え方の悩みなど

3 お役立ち情報 
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なんでもお話しください。皆さんお誘い合わせのうえ、お気軽にお越しく

ださい。事前申し込みは不要です。 

日時：４月３日（木）、４月17日（木）、５月１日（木）、５月15日（木） 

６月５日（木）、６月 19日（木） 

何れの日も午後１時 30分～３時 30分 

場所：新潟市江南区亀田向陽1-9-1 

新潟ふれ愛プラザ ２階 ミーティングルーム 

（3）便利商品のご案内 

購入を希望される方は、次により事務局へお申込み下さい。 

申込方法等：４月18日（金）までに、商品名、購入希望数、郵送先を 

事務局へお申込みください。 

商品の発送までの手順等：  

・お申込みのあった商品は、日本点字図書館などから直接送付されます。 

・日本点字図書館などからの商品発送に合わせ、事務局から所要金額（商 

 品代金及び商品送料を合算した金額）、振込者名等を記載した振込用 

 紙（郵便振替用紙）が送付されます。 

・送付された郵便振込用紙で所要金額をご入金ください。入金の際は、 

郵便振替手数料のご負担をお願いします。 

★音声認識人形「おしゃべり まーくん」 予定価格20,340円 

   決まった言葉で話しかけると、それを認識して本物の子供の声でかわ

いく応えてくれる男の子の人形です。あいさつや会話が得意で、季節に

あったお話や歌もうたい 1年を通して楽しめます。 

★プッシュ式万能調味料入れ 

Ｓサイズ 予定価格900円、Mサイズ 予定価格1,010円 

ガラス製の調味料入れで、傾けて頭のシリコンを押すと小さじ半分位 

（約2.5cc）の調味料を出すことができます。酢や醤油も入れることが 

できます。容量はＳサイズが80cc、Ｍサイズが140ccです。 

 ★書見台 卓上タイプ 予定価格25,740円 

盲学校や児童へのモニタリングを経て開発された、コンパクトで本格 

的な弱視専門の書見台です。文字を読む際に体に負担をかけないように 

3段階の角度調整や体重をかけても書見台が奥へ動かないようストッパ 

ーなどがついています。重さ2.8キログラムで、持ち運びに便利な持ち 

手つきです。 
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 ★「テレビが聞ける」ラジオ TRKO-01  

   縦11㎝、横 17㎝、奥行4.5㎝、予定価格 29,000円 

   テレビ音声（ワンセグ）主音声、副音声のほかAM、FMラジオがス 

テレオで聴け、緊急地震速報も受信できます。また、全ての操作に音声 

ガイドがあります。電源はACアダプタか単 3電池 4本（別売り）で 

す。長岡市、魚沼市、見附市などでは日常生活用具として給付対象にな 

っています。 

●NHKラジオ番組「聞いて聞かせて」をご存知ですか？ 

見えない人・見えにくい人のための情報番組です。放送は NHK ラジオ第

2放送、毎週日曜日の午後 7時30分～8時（再放送は翌週日曜日の午前 7

時30分から8時です。） 

第 1 週と第 2 週はその時々の話題を、第 3 週は可能性に挑戦している視

覚障害者の生き方を、第 4週（第5週）はその月のニュースや話題です。 

また、過去の放送も番組ホームページで配信中です。 

番組ホームページ：http://www.nhk.or.jp/heart-net/shikaku/ 

●一般道路でタンデム自転車の走行ができるようになりました！ 

 新潟県道路交通法施行細則が改正され、4月1日から県内の一般道路でタ

ンデム自転車の走行ができるようになりました。細則の概要や走行時の注意

事項をまとめました。 

安全運転で爽やかな春風がそよぐ道を走ってみませんか。 

（1）新潟県内で走行可能なタンデム自転車は、２人乗り用の自転車で、ペ 

  ダル装置が縦列に設けられた二輪又は三輪の自転車です。 

（2）タンデム自転車は、その構造上、道路交通法の普通自転車に該当しま 

   せんので、歩道に普通自転車が通行可能という標識があっても、歩道 

を走ることはできません。 

（3）タンデム自転車は、原則、道路の左側に設けられた路側帯又は車道の 

左側を通行することになります。 

（4）乗る時はヘルメットや手袋着用等の安全対策をシッカリ行いましょう。 

（5）走行時には、前に乗る運転者と後ろに乗る同乗者は、「発進します」、「右 

に曲がります」、「ブレーキをかけます」、「止まります」などと声を掛け 

合い、コミュニケーションをしっかり取りましょう。 
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●第 17回ふれ愛さくらまつりのご案内 

 毎年4月恒例の「ふれ愛さくらまつり」。魅力たっぷり、1日中楽しめる

催しがいっぱいです。皆さんお誘い合わせのうえご来場ください。 

日時：4月20日（日） 午前10時から午後2時 

会場：「新潟ふれ愛プラザ」と「亀田駅前地域交流センター」 

★新潟ふれ愛プラザ会場（新潟市江南区亀田向陽1-9-1） 

①ふれ愛フリーマーケット、屋台・飲食コーナー、さくら茶会、字幕付 

きシアター、スタンプラリー、ポコポコバルーン配布 

②ふれ愛ステージ 

オープニングコンサート、ダンスパフォーマンスショー、スーパーイ 

リュージョンショー、ジャグリングショー、アイドルショー、歌謡シ 

ョー、アカペラライブ 

 ★亀田駅前地域交流センター会場（新潟市江南区東船場 1-1-22） 

   多世代交流広場、コミ協活動紹介、授産品販売、ボランティアステー 

ジ、日赤活動紹介コーナー、健康コーナー、保育園作品展、ゆるキャ 

ラと一緒に写真を撮ろう！ 

お問合せ先：新潟県障害者交流センター 

 TEL 025-381-8110  FAX 025-381-1478 

 

● 平成 26年度の「新潟交響楽団演奏会」のお知らせ 

（1）4月の予定 

★ラ・フォル・ジュルネ新潟「熱狂の日」音楽祭2014 

   主催：新潟市 

   日時：4月26日（土） 午後 7時5分開演 

   会場：新潟市民芸術文化会館コンサートホール 

   指揮：汐澤安彦氏 

   曲目：ブラームス ハンガリー舞曲集第1番、第 5番 

      ブラームス 交響曲第3番 

   入場料：1,000円 

（2）6月以降の予定 

   曲目等詳細については、6月、10月、12月発行の「メールにいがた」 

でお知らせします。 
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★新潟交響楽団第94回定期演奏会 

   日時：6月29日（日） 午後 2時開演 

   会場：新潟県民会館 大ホール 

★新潟交響楽団第95回定期演奏会 

   日時：11月23日（日） 午後 2時開演 

   会場：新潟市民芸術文化会館コンサートホール 

★第15回新潟「第九」コンサート 

   日時：12月28日（日） 午後 2時開演 

   会場：新潟市民芸術文化会館コンサートホール 

●バリアフリー上映会のお知らせ 

長岡視覚障害者福祉協会と長岡聾唖者協会では、長岡を舞台に花火と平和

をテーマにした映画「この空の花」（上映時間 2時間40分）のバリアフリ

ー上映会を次により開催します。ご家族、ご友人お誘い合わせのうえお気軽

にお出で下さい。 

日時：５月11日（日） 

  第１回 午前１０時00分、第２回 午後１時30分 

会場：アオーレ長岡（長岡駅からペデストリアンデッキで直行） １階 

  スリーディーシアター「花火ミュージアム」 

 ※座席数に制限があり、各回とも先着 50名とさせていただきます。 

鑑賞料（参加費）：500円 

お問合せ先：長岡視覚障害者福祉協会事務局 

TEL 0258-33-2567（渡辺） 

●第 12回オンキヨー世界点字作文コンクール作品募集のご案内 

 オンキヨー株式会社、公益財団法人日本教育科学研究所、毎日新聞社点字

毎日が主催しているコンクールです。人と人を結ぶぬくもりを身近に感じて

おられる視覚障害者の世界に、点字と音声の懸け橋をしっかり築きたいとの

願いで、2003年に創設され、毎年春に募集されているものです。 

（１）応募資格 

  ★点字使用対象の身体障害者手帳１、2級の重度視覚障害者に限ります。 

年齢は問いません。 

★昨年の応募者の再応募は可能です。ただし、最優秀オーツキ賞と優秀 

賞受賞者は除きます。 
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（２）応募規定 

   募集するのは、心豊かな生活につながる夢のある次のような作文です。   

  ★点字や音楽、パソコンなどをとおして生き方が変わった、生きがいに 

つながった 

★体験をとおした平和への願い 

★視覚障害者教育への思い 

★そのほか日々の生活での体験やエピソードなどを題材にした体験作文 

（３）作品の分量 

  ★点字は32マス120行以内 

点字データ化された場合は、データ（BESかBASE）が入ったフロ

ッピーディスク又はCD-ROMを必ず添付して下さい。 

  ★墨字（活字）は 2000字（400字詰め原稿用紙 5枚）以内 

    パソコン使用の場合は、プリントした原稿と併せて、データ（テ 

キストかワード）が入ったフロッピーディスク又はCD-ROMを 

必ず添付して下さい。 

  ★字数制限を超えた作品は、審査の対象となりません。 

（４）応募上の注意 

  ★応募は未発表の作品で、1人1点です。 

 ★作品内容は自身の体験に基づくものに限ります。 

 ★応募には応募票が必要です。（後述の毎日新聞社点字毎日へご連絡 

ください。）作品に添付してご応募ください。 

 ★応募原稿は返却しません。 

 ★メール、ファックスでの応募は受け付けません。 

（５）作品送付・お問合せ先 

   〒 530-8251 大阪市北区梅田 3-4-5 

毎日新聞社点字毎日 オンキヨー世界点字作文コンクール事務局 

   TEL 06-6346-8386 FAX 06-6346-8385 

（６）応募締切り 

   5月31日（当日消印有効） 

   点字郵便は消印がないため、締切り直前に応募される場合は「普通郵 

便」でご応募ください。 

（7）入選発表は、10月下旬にオンキヨー株式会社のホームページ上、毎日 

新聞紙上、点字毎日及び点字毎日活字版紙上で行います。 
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●新潟県障害者交流センターが平成 26年度に実施する主な行事 

 新潟ふれ愛プラザで実施される平成 26 年度のリハビリ活動、スポーツ教

室、文化教室等を紹介します。詳しい内容は新潟県障害者交流センター（TEL 

025-381-8110）へお問合わせ下さい。 

（１）リハビリテーション活動 

  ★リハビリ健康相談（年24回、毎月第１・第３木曜日） 

作業療法士によるリハビリ相談（要予約）。 

★テーブルゲーム（年 24回、毎月第 2・第4土曜日） 

囲碁、将棋、麻雀、オセロ、トランプ等 

（２）スポーツ教室 

★水泳ワンポイント（毎週木曜日） 

レベルに合わせワンポイントアドバイスでのレッスン 

★ゆったりストレッチ（年８回、６～10月） 

ストレッチ体操やヨガ体操等 

★フライングディスク（年４回、４・11月） 

初心者講習、大会直前レベルアップ練習 

★水中運動（第2・第４金曜日） 

アクアビクス、水中ウォーキング（12月開始） 

  ★視覚障害者スポーツ（10月 1回） 

    卓球バレー等視覚障害者向けスポーツ 

（３）文化教室 

  ★陶芸（年３回、9～11月） 

    作品制作、お茶会 

  ★書道（年３回、6～8月） 

基礎練習、作品制作 

  ★ハンドセラピー（年1回、6月） 

    手のツボ、リンパマッサージ体操 

  ★使えるアロマテラピー（年3回、6～10月） 

    毎回異なるアロマグッズの作製 

 ★粘土細工（年1回、10月） 

    紙粘土を用いた作品制作 

（４）地域との交流イベント 

  ★第14回ふれ愛アートチャレンジ（11月15日～23日） 
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    文化教室作品展、ステージ発表、授産施設販売コーナー等 

 ★第4回ふれ愛囲碁・将棋大会（6月15日） 

    障害者が楽しめる囲碁・将棋大会 

  ★ふれ愛プロムナードコンサート（土・日・祝日に随時） 

    県内で活動しているサークル等のミニコンサート 

 

4 ２月・３月登録の新刊製作ボランティア紹介 

（五十音順敬称略） 

【点訳】（24名） 

石田幸夫/小根山啓子/春日カズエ/金子孝子/金田しづ子/呉井康子 

桑原けい子/紫竹美和子/高橋朗子/滝沢和子/武本寿子/田村真佐子/忠邦夫 

得永千恵子/内藤京子/南雲美幸/古谷美恵子/星野美保子/三間榮治/宮川絢子

宮崎玲子/弥田カウ/山田勇男/山本喜美子 

【音声訳】（20名） 

石井千鶴子/井上三枝子/大関江美子/笠原健一/加藤美起子/桑原文代 

鯉江初子/小松栄子/斉藤正子/鈴木美枝子/髙橋千恵子/田中千鶴子/戸島美江

冨所純子/豊田直子/星野あつ子/増田喜代子/山田草子/八幡和歌子/吉倉千恵 

【デイジー編集】（6名） 

狩谷ケン子/柴田弘子/中村一江/林章子/横山トシ子/吉岡廣子 

 

5 開館及び電話受付時間と 4～6月の休館日 

●開館及び電話の受付時間 

午前9時～午後 5時 

●4～6月の休館日 

★４月の定例休館日 

7日（月）・14日（月）・21日（月）・28日（月）・30日（水）  

★５月の定例休館日 

5日（月）・7日（水）・8日（木）・9日（金）・10日（土）・ 

12日（月）・19日（月）・26日（月） 

★６月の定例休館日 

2日（月）・9日（月）・16日（月）・23日（月）・30日（月） 
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【編集後記：】 

 私は昭和５２年４月から点字図書館に勤務し３７年目を迎えます。そして

点字図書館がこの亀田に移転したのが平成９年３月ですから、ＪＲ越後線～

信越線と乗り換えで通うこと18年目を迎えることになります。 

移転当初は、亀田駅は西口しかなく駅に行くにも大回りで、特に冬は雪も

多く道なき道を一人孤独に歩いたものです。今では亀田駅の改装により東口

ができ、周りも住宅が増え人も多くなりました。特に今年は雪もなく春を迎

えることができました。 

私はこの春3月31日付で新潟県を退職しましたが、引続き５年間、点字

図書館でお世話になることになりました。もう少し亀田の移り変わりを皆様

と一緒に楽しませていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

（山形） 
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メールにいがた（新潟県点字図書館だより） 

（第107号2014年4月） 

発行 新潟県点字図書館 

 

〒950-0121 新潟市江南区亀田向陽1－9－1 

新潟ふれ愛プラザ内 

TEL 025-381-8111 FAX 025-381-8115 

E-mail tosyo@ngt-shikaku.jp 

URL http://ngt-shikaku.jp/ 
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日常生活支援機器情報コーナー（no.11） 
 

「携帯用点字ディスプレイいろいろ」 

この春いよいよ携帯用の点字ディスプレイが出そろいました。点字ディス

プレイを製造または輸入している会社はKGS、日本テレソフト、エクスト

ラの 3 社です。今回は高額な点字ディスプレイの購入ポイントを紹介した

いと思います。 

最初のポイントは点字のます数です。現在販売されている物は、16ます、

18 ます、32 ます、40 ますと種類があります。ます数が大きいと形も大

きくなりますし、持ち運びが便利にしようとするとます数は小さい物になっ

て行きます。そして更に、点字の編集などを考えている方は 32ますまたは

40 ますが便利となります。18 ますで編集すると全体のレイアウトがわか

りにくく、文章を書くだけならよいのですが、レイアウトを気にした文章を

書くのは難しくなります。メモや簡単な本が読みたいまたは少しでも小さい

方がという方には16ます、18ますが良いでしょう。 

ます数が決まったら次はどのメーカーの点字ディスプレイを購入するの

がよいのだろうというポイントに移ります。 

ここのポイントは、インターネット、メール、GPS、辞書の検索といっ

た機能が必要なのかどうかという点になります。多機能な機器はエクストラ

社のブレイルセンスシリーズという選択となります。エクストラ社のブレイ

ルセンスシリーズは 18 ますが 383,500 円、32 ますが 580,000 円と

なります。 

これに対して KGS 社の点字ディスプレイつまりメールなどの多彩な機

能がないタイプはブレイルメモスマートシリーズで 16 ますが 303,450

円（消費税 5％の場合）、40 ますが 399,000 円（消費税 5％の場合）と

なります。 

役所などの給付制度で購入できる場合は良いのですが点字ディスプレイ

の給付が認められていない地域も多くあります。少しでも安価で点字でメモ

が取りたい場合には清華miniが99,800円、入力は点字で音で内容を確認

するブライトーカーが 52,290 円（消費税 5％の場合）となっています。

いずれもラビットで取り扱い可能です。 

【記事掲載ご協力及び製品のお問合せ先】 

株式会社ラビット代表取締役 荒川 明宏 

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-29-7 スカイパレス 401 

電話 03-5292-5644 FAX 03-5292-5645 

メール eigyo@rabbit-tokyo.co.jp 

mailto:eigyo@rabbit-tokyo.co.jp

