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今号の内容
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お役立ち情報

３ページ

●（福）新潟県視覚障害者福祉協会が平成 25 年度に実施する主な
行事のご紹介
●新潟県障害者交流センターが平成 25 年度に実施する主な行事の
ご紹介
●日本盲導犬協会スマイルワン仙台が平成 25 年度に実施する盲導
犬説明会（宿泊）のご案内
●アートミックスジャパン 新潟 2013 のご案内
●第 16 回ふれ愛さくらまつりのご案内
●Ｂ・フリー ラン＆ウォーク in 越後丘陵公園のご案内
●第 11 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
●新潟市立図書館ハンディキャップサービスのご案内
●新潟市議会報のご案内
●日本司法支援センター（法テラス）のご紹介
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図書紹介コーナー

14 ページ

●図書選定委員 斉藤五月さん（燕市）の図書紹介
「食材を使い切るのがおもしろくなる本」
青木

ふそうしゃ

敦子（アオキアツコ）著 扶桑社文庫（2009 年）

３ トーク広場 15 ページ
●みなさんからのお便りを募集しています
４ ２月・３月登録の新刊製作ボランティアの紹介 15 ページ
●点訳 31 名、音声訳 37 名、デイジー編集 5 名
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５ 点字図書館から 16 ページ
●寄贈図書等の紹介・貸出しなど
・視覚障害者と健常者が共に楽しめるスポーツ（点字・活字併記）
・ソニー「聞くカタログ CD 版」第 51 号
・日本年金機構アニュアルレポート 2011（概要版・CD 版）
●デイジー図書を聞くための専用機器の操作説明を希望に応じて実
施しています
●カセットテープによる録音雑誌の製作を中止し、当館製作の雑誌
は全て CD（デイジー）化しました
６ Ｑ＆A

17 ページ

Q：携帯電話サイズの小型プレクストーク「リンクポケット」を使っ
ています。サピエ図書館に接続して、デイジー図書を検索すると
きに、目的の資料がみつけられないことがあるのですが、完成し
ているはずの資料が、みつからないのは何故でしょうか？
７ 開館及び電話受付時間並びに４～６月の休館日

18 ページ

巻末「日常生活支援機器情報コーナー no.5」
ＯＣＲの機能を理解しよう
掲載ご協力 株式会社ラビット 代表取締役 荒川明宏 様

※ 新刊案内（2～3 月分）・別冊
点字 72 タイトル、音訳 77 タイトル
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１

お役立ち情報

●（福）新潟県視覚障害者福祉協会が平成 25 年度に実施する主な行事
のご紹介
新潟県視覚障害者福祉協会の平成 25 年度事業が去る 3 月 10 日の理
事会で承認されました。主な行事を紹介します。
詳しい内容は新潟県視覚障害者福祉協会事務局（新潟市江南区亀田向
陽 1-9-1

TEL 025-381-8130）にお問合せ下さい。

（１）新潟ふれ愛プラザで実施する相談、交流事業
☆更生相談
毎月第 3 木曜日の午後 1 時 30 分から
日常生活のことやリハビリテーションなど各種の更生相談に応
じています。
☆ふれあいいきいきサロン
お茶を飲みながら情報交換しませんか。皆さんお誘い合わせの
うえお越しください。
毎月第 1・第 3 木曜日の午後 1 時 30 分から 3 時 30 分まで。
ただし、祝日は除きます。
なお、4 月と 5 月は各月 1 回の開催で、4 月は 4 月 4 日（木）
、
5 月は 5 月２日（木）の開催です。いずれも 2 階のミーティング
ルームが会場です。
（２）日常生活訓練
☆中途失明者緊急生活訓練
中途視覚障害者を対象に、自立生活に必要な歩行訓練、パソコ
ン訓練、点字学習を行います。
☆視覚障害者生活訓練
家庭での日常生活に必要な調理や身辺処理等の訓練、教養講座
等を開催します。
（３）主要イベント
☆第 33 回新潟県視覚障害者福祉大会・第 63 回新潟県視覚障害者
文化祭
平成 25 年 10 月 6 日（日） 新潟市総合福祉会館
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●新潟県障害者交流センターが平成 25 年度に実施する主な行事のご紹
介
新潟ふれ愛プラザで実施される平成 25 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。
なお、詳しい内容は新潟県障害者交流センター（新潟市江南区亀田向
陽 1-9-1

TEL 025-381-8110）にお問合せ下さい。

（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木曜日に開催）
障害者リハビリテーションセンターとの提携によるリハビリ相
談です。
☆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、カードゲーム等で楽しみながら巧緻性を高
めます。
☆体力・体型測定（年 4 回、３か月毎に開催）
各種の体力・体型測定を定期的に行い、健康維持を推進します。
（２）スポーツ教室
☆水泳ワンポイント（年 92 回、毎週木曜日）
個々のレベルに合わせワンポイントアドバイスをする水泳教室
です。
☆水中運動（年 20 回、第２・第４金曜日）
水中運動や水中リラクゼーションの指導を行います。
☆初めての水泳サポート（随時）
初めてプールに入る人向けにプール介助指導を行います。
☆フライングディスク強化（年４回、４・11 月）
大会前の強化練習のために行います。
☆ゆったりストレッチ（年６回、5～6 月）
ストレッチ体操やヨガ体操等を行います。
（３）文化教室
芸術文化活動を通じた余暇の充実やサークル活動を支援します。
出来上がった作品は、ふれ愛プラザ内交流ホールに展示（随時）
するとともに、各種文化イベントに出展・発表します。
☆陶芸（年３回、9～11 月）
陶芸作品を作ります。作品は文化イベントに出展します。
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☆書道（年３回、6～8 月）
書道作品を作ります。作品は文化イベントに出展します。
☆ハンドベル（年８回、８～11 月）
ハンドベルの演奏練習を行います。文化イベントで発表します。
☆打楽器（年８回、８～11 月）
打楽器体操、リズム学習を行います。文化イベントで発表しま
す。
☆粘土細工（年２回、9～10 月）
紙粘土を用いて作品を作ります。文化イベントに出展します。
☆日本文化（年３回、7～11 月）
着付けとお茶の作法を体験し、和の心を学びます。
☆メイキャップ（年１回、9 月）
化粧技術を学びます。
（４）地域との交流イベント
☆第１６回ふれ愛さくらまつり（４月）
フリーマーケット、ステージパフォーマンス、スタンプラリー
等、4 月 21 日（日）に開催されます。内容は、後述で紹介して
います。
☆第 11 回向陽ふれ愛夏まつり（7 月）
ステージパフォーマンス、スポーツゲーム、模擬店等
☆第 13 回ふれ愛アートチャレンジ（11 月に 9 日間）
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 3 回ふれ愛囲碁・将棋大会（11 月）
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
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●日本盲導犬協会スマイルワン仙台が平成 25 年度に実施する盲導犬
説明会（宿泊）のご案内
東北 6 県と新潟県にお住まいの方を対象に開催する宿泊型の盲導犬説
明会です。盲導犬との生活に興味をお持ちの方々がスマイルワン仙台に
宿泊（1 泊 2 日）して、盲導犬との歩行体験と生活体験を行うことで、
盲導犬を持つうえでの疑問・不安の解消や盲導犬の良さを実感していた
だきます。
（１）日程
☆第 1 回 4 月 27 日（土）～28 日（日）
☆第 2 回 6 月 10 日（月）～11 日（火）
☆第 3 回

7 月 20 日（土）～21 日（日）

☆第 4 回

8 月 31 日（土）～9 月 1 日（日）

☆第 5 回

10 月 12 日（土）～13 日（日）

☆第 6 回

12 月 7 日（土）～8 日（日）

☆第 7 回

3 月 8 日（土）～9 日（日）

（２）対象者
視覚に障害のある 18 歳以上の方（身体障害者手帳保有資格のあ
る方で障害の等級は問いません。）で盲導犬との歩行が可能な方
（３）内容
盲導犬との歩行体験（住宅街、繁華街）
盲導犬との生活体験（給餌や排せつ方法などの犬の世話）
（４）場所
日本盲導犬協会

スマイルワン仙台（宿泊はセンター内個室）

（５）定員及び参加費
各回の定員は 4 名で、参加費は無料です。
（６）申込み・お問合せ先
日本盲導犬協会

スマイルワン仙台 ユーザーサポート担当

〒982-0263

宮城県仙台市青葉区茂庭字松倉 12-2

TEL 022-226-3910

FAX 022-226-3990
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●アートミックスジャパン 新潟 2013 のご案内
敷居が高いとされる日本の伝統芸能を誰でも気軽に楽しんで学べる
「アートミックスジャパン 新潟 2013」が４月 20 日、新潟市の「りゅ
ーとぴあ」、「空中庭園」、「燕喜館」、「古町商店街」を中心に開催
されます。
桜の季節、あるようでなかった、和の一流アーティストによる伝統芸
能公演など盛りだくさんの催しです。
（１）開催日時
4 月 20 日（土） 午前 11 時～午後 9 時
（２）開催会場
りゅーとぴあ（新潟市民芸術文化会館）、燕喜館、空中庭園、新
潟市古町商店街 5 番町～7 番町
（３）17 の有料公演の場所と内容
☆りゅーとぴあ・コンサートホール（３公演）
三味線、シンポジウム（日本の侘寂）、演歌
☆りゅーとぴあ・劇場（６公演）
にいがた総おどりジュニア大会、石見神楽、三味線、にいがた
総おどり、落語、鬼太鼓座
☆りゅーとぴあ・能楽堂（５公演）
人形浄瑠璃、大野鬼太鼓、狂言、日舞、雅楽
☆燕喜館（3 公演）
尺八・箏、三味線・二胡・ギター、和演奏（和太鼓・三味線・
篠笛）
☆各公演の入場料
1500 円～2500 円（全席自由席）
（４）無料公演の場所と内容
☆りゅーとぴあ・ロビーホワイエ、空中庭園
新潟民話読み聞かせ、新潟郷土芸能公演・展示、漫才、下駄総
踊り行列
☆古町商店街 5 番町～7 番町
8 ジャンル 45 団体の演舞
（５）お問合せ先
新潟総踊り祭実行委員会事務局
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〒950-2022

新潟市西区小針 4-20-56

TEL 025-211-2285 FAX025-201-2288
E-MAIL

info@soh-odori.net

●第 16 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」が近づいてきました。サクラ
の開花が気になりますが、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。
（１）日時
4 月 21 日（日） 午前 10 時から午後 3 時
（２）会場
「新潟ふれ愛プラザ」と「亀田駅前地域交流センター」
（３）催しの内容
☆新潟ふれ愛プラザ会場
ふれ愛フリーマーケット、ふれ愛ステージ（エレクトーン演奏、
ジャグリングショー、演歌ショー、車いすダンスデモンストレー
ション、アカペラライブ、ものまねスパイダーマンと遊ぼう！、
ギター弾き語り）、屋台・飲食コーナー、さくら茶会、スタンプラ
リー、ポコポコバルーン配布
☆亀田駅前地域交流センター
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！
（４）お問合せ先
新潟県障害者交流センター
〒 950-0121

新潟市江南区亀田向陽 1-9-1

TEL 025-381-8110

FAX 025-381-1478
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●Ｂ・フリー

ラン＆ウォーク in 越後丘陵公園のご案内

今年で 18 回目を迎えるこの大会は、視覚に障害をもつ皆さんとラン
ニングやウォーキング、タンデムサイクリング（二人乗り自転車）など
のスポーツを通じて、相互理解と交流を深めるイベントです。
☆日時
平成 25 年 5 月 12 日（日）
午前 10 時から（受付は午前 9 時 30 分から 10 時まで）
☆会場
国営越後丘陵公園（長岡市宮本東方町 1921 番地）
☆参加コース
・ランニング（5km コースと 8km コースがあります。
）
・ウォーキング
・タンデムサイクリング

※並行参加も可能です。

☆日程
・午前 9 時 30 分～10 時

受付（公園内特設会場）

・午前 10 時 開会式
・午前 10 時 30 分

各種目スタート

・正午 交流会
・午後 2 時

解散

☆参加費
・コース

大人 1000 円、高校生以下 500 円

・交流会

大人 1500 円、高校生以下 500 円（弁当、飲み物等）
（弁当不要の場合は、大人 1000 円、高校生以下無料）

☆貸切バスによる有料送迎（片道 500 円、往復 1000 円）
・会場（越後丘陵公園）行き
午前 8 時 30 分 長岡駅大手口側（イトーヨーカドー向い付近）発
・長岡駅大手口側（イトーヨーカドー向い付近）行き
午後 2 時 30 分 会場（越後丘陵公園）発
☆申込み期限と申込み方法
4 月 20 日（土）までに申込書に必要事項をご記入のうえ、参加費
（ゆうちょ銀行の定額小為替振込か現金）を添えて次へお申込みくだ
さい。ホームページからの申込みも可能です。
〒940-1146 長岡市下条町 3364-6 野口清治 宛て
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TEL 0258-22-3553

携帯 090-4019-3844

MAIL s_noguti@agate.plala.or.jp
URL http://park8.wakwak.com/~nagaoka-runners/
☆雨天時の対応
雨天でも予定どおり実施します。各自雨具を用意して来てください。
また、雨天時の交流会は公園内「暖の館」で行います。
●第 11 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。
入選作品は、海外の入選作品と共に入選作品集（点字・活字併記）と
して刊行され、全国の盲学校、点字図書館、公共図書館に寄贈されるほ
か、英語版入選作品集（点字・活字併記）も製作され、全世界（186 か
国）の視覚障害者団体に寄贈されます。
（１）応募資格
☆点字使用対象の視覚障害者（１、2 級）に限ります。ただし、パ
ソコン使用者が増えていることから、墨字（活字）による応募も
受け付けます。
☆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。
（２）募集内容
心豊かな生活につながる夢のある内容の作文を募集しています。
また、広く世界へ目を向けたテーマ、題材も歓迎しています。
（３）テーマ
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、国際交流、海外協力への思い、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の中で
の体験やエピソードなどを題材にした体験作文です。
（４）応募締切り
5 月 31 日（当日消印有効）
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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。
（５）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・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・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。
（６）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。
（７）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

TEL 06-6346-8386 FAX 06-6346-8385
●新潟市立図書館

ハンディキャップサービスのご案内

新潟市立図書館では、次のようなハンディキャップサービスを実施し
ています。
ご利用にあたっては、事前に登録が必要です。詳しくは、（4）に記載
の中央図書館へお問い合わせください。
（１）対面朗読サービス（中央図書館、豊栄図書館、新津図書館、白根
図書館、西川図書館で実施。）
☆対象者
新潟市に在住で活字による読書が困難な方
☆内容
ご希望の図書や雑誌、新聞などを音訳者がお読みします。中央
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図書館には約 50 種類の新聞と約 500 種類の雑誌があります。
新潟市立図書館には約１６０万冊の図書があり、タイトルや目
次を紹介し、興味がある本を選んで利用することもできます。ま
た、事典などを使い、調べ物をすることもできます。
☆利用申込
来館時は窓口に、来館以外の場合は電話、ファックス、ハガキ
等でお申込みください。予約制ですので、利用希望日の２か月前
から１週間前までにお申込みください。
（２）録音資料作製
☆対象者
新潟市に在住で活字による読書が困難な方
☆内容
音声訳の資料がないときに、音声訳した資料を作製します。個
人の利用に限ります。また、完成までに長い期間が必要です。
☆利用申込
来館時は案内カウンターに、来館以外の場合は電話、FAX、ハ
ガキ等でお申込みください。
（３）在宅障がい者等図書サービス
☆対象者
新潟市に在住で図書館への来館が困難な方（身体障害者手帳や
療育手帳をお持ちである、寝たきり等）、新潟市内の病院・施設に
長期入院・入所されている方（市外に住所のある方でも、市内の
病院等に長期入院・入所されている方は利用できます。
）
☆ご利用いただける図書等
図書、雑誌、視聴覚資料（音楽、映像、音声）、録音図書
☆利用申込
電話、FAX、ハガキ等で中央図書館へお申込み下さい。
☆貸出期間
お一人 10 点以内、1 か月間借りられます。
☆集配方法
中央図書館が指定する宅配業者が行います。ただし、視覚障が
い者の方へは、郵便で行う場合があります。
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（４）事前登録先及びお問い合わせ先
☆中央図書館サービス課サービス第２係

ハンディキャップサービ

ス担当
TEL 025-246-7700 FAX 025-246-7722
（５）対面朗読サービス提供図書館の住所及びお問い合わせ先
☆中央図書館：〒950-0084 新潟市中央区明石 2-1-10
TEL 025-246-7700 FAX 025-246-7722
☆豊栄図書館：〒950-3323 新潟市北区東栄町 1-1-35
TEL 025-387-1123 FAX 025-384-6600
☆新津図書館：〒956-0863 新潟市秋葉区日宝町 6-2
TEL 0250-22-0097 FAX 0250-21-1046
☆白根図書館：〒950-1477 新潟市南区田中 383
TEL 025-372-5510 FAX 025-372-5540
☆西川図書館：〒959-0422 新潟市西蒲区曽根 2046
TEL 0256-88-0001 FAX 0256-88-2458
●新潟市議会報のご案内
新潟市議会事務局では、視覚に障がいがある方を対象に、
「市議会だよ
り」の点字版・テープ版・ＣＤ版・デイジー版を発行しています。郵送
を希望する方は、議会事務局調査課へご連絡ください。
【問い合わせ】
新潟市議会事務局調査課 TEL025-226-3385（直通）
●日本司法支援センター（法テラス）のご紹介
法テラスは国が設立した法人です。
遺言、相続、成年後見、労働、借金問題などのお悩みやトラブルでど
こに相談したらいいか分からない、近くに弁護士がいないなどの場合は、
先ず法テラス・サポートダイヤル、犯罪被害者支援ダイヤルにお電話く
ださい。
解決に役立つ法制度や適切な相談窓口をご案内し、トラブル解決のお
手伝いをします。また、経済的に余裕がない方には、無料の法律相談や
弁護士・司法書士費用の立替えも行っています。
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☆サポートダイヤル
0570-078374（おなやみなし）
☆犯罪被害者支援ダイヤル
0570－079714（なくことないよ）

２

図書紹介コーナー
図書選定委員 斉藤五月（さいとう さつき）さん

「食材を使い切るのがおもしろくなる本」
青木

敦子（アオキアツコ）著

扶桑社文庫（2009 年）

「沢山いただいたけど、どうやって保存しよう？」、「どうやって使い
切ろうか？」などなど、困ったことはありませんか？
私はよくあるんです…。でも、なかなか解決できずにいました。この
本と出合い、お料理のレシピ本というより食材のマニュアル本といった
感じで、なるほどと関心したり、ちょっと驚いたりと面白く読ませても
らいました。
特に今はエコの時代…。無理なく無駄なく使いきれたらと考えます。
なにより食材って使い切れると気持ちがいい！嬉しい！ですよね？１つ
でも２つでも、これだ！と思うものが見つかればと思います。ぜひ１度
読んでみてください。
出がらしのお茶の葉やジャガイモの皮。どれも当たり前に捨ててしま
う方が多いですよね？でも、食材のことを深く知るようになると、今ま
でどれだけもったいないことをしていたかと思ってしまいます。
出がらしはおいしいお茶の天ぷらになりますし、ジャガイモの皮は、
食用油の寿命をぐっと延ばすチカラを持っています。そしてもう１点、
捨てていた余りモノの方こそ、栄養価が高いものもあるのです。
本書をお読みになれば、いかに食材を無駄にしていたのかと驚かれる
ことでしょう。ぜひ、今日から目の前にある食材をとことん使い切って
あげてください。
この本を読むと食材の使い道が劇的に広がります！
点字：製作中、デイジー：製作中
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３
※

トーク広場
読者の皆さんに知ってもらいたい、嬉しい、楽しい、元気・やる気

が出る話題を皆さんから募集しています。
点字、墨字、メールなど何でも結構です。お便りをお待ちしています。

４

2 月・3 月登録の新刊製作ボランティアの紹介
（五十音順敬称略）

【点訳】
飯塚知子/井口和子/石井滋子/石田絢子/大島一男/小根山啓子
小野ヤイ子/鹿住富美子/加藤禎/金田直子/木戸貞男/木伏美佐子
呉井康子/坂爪文子/紫竹美和子/周佐慶子/田村真佐子/富樫栄子
内藤京子/中村良子/並木百合香/古澤加代子/古谷美恵子/三間榮治
宮崎玲子/村山栄子/罇和也/山田勇男/山田美恵子/山本喜美子
渡辺武
【音声訳】
石井千鶴子/今井光子/遠藤直子/大谷内浩子/笠原健一/加藤美起子
久我礼子/鯉江初子/齋藤加代子/齋藤久美子/齋藤源一郎/斉藤正子
酒井智子/坂井信子/佐藤悦子/新保裕美子/杉山よし子/鈴木由美
髙野節子/高橋綾子/髙橋千恵子/高橋百合子/冨所純子/豊田直子
中村しのぶ/羽賀ゑみ/早川京子/布施みさ子/星野あつ子/前田久美子
増田喜代子/水落百合子/山口明美/山田草子/山田恵子（水声会）
八幡和歌子/横山喜代子
【デイジー編集】
狩谷ケン子/中村一江/林章子/横山トシ子/吉岡廣子
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５

点字図書館から

●寄贈図書等の紹介・貸出しなど
（１）視覚障害者と健常者が共に楽しめるスポーツ（点字・活字併記）
視覚障害者と健常者が同じ立場で楽しめるスポーツの競技の概要
や魅力を広く紹介。各種球技やランニング、ブラインドスキー、セ
ーリングなど 13 競技を扱っています。
貸出しのほか、希望者にこの冊子を先着順で差し上げます。希望
の方はお申し込みください。
（２）ソニー「聞くカタログ CD 版」第 51 号
2013 年 1 月までのソニーの新製品約 40 点が紹介されています。
希望者に貸出しを行いますが、手元に置きたい方、今後定期送付
を希望される方は、次によりお申し込みください。
☆申込み先
日本点字図書館 録音製作課「ソニー聞くカタログ CD 版」係
〒169-8586 東京都新宿区高田馬場 1-23-4
TEL 03-3209-0241（代表）
☆申込み方法
住所、氏名、電話番号、
「ソニー聞くカタログ CD 版希望」とお
知らせください。
（３）日本年金機構アニュアルレポート 2011（概要版・CD 版）
公的年金業務の信頼確保を目的に、機構の基本理念、運営方針、
業務と組織及び 2011 年度（平成２３年度）の取組み実績に関する
概要が紹介されています。
貸出を希望される方はお申込み下さい。
●デイジー図書を聞くための専用機器の操作説明を希望に応じて実施し
ています
デジタル録音方式によるデイジー図書は、音がクリアで、聞きたい場
所にしおりの印を幾つでも付けられ、その場所へ即座に移動できるなど、
とても聞きやすく使い勝手のよい図書です。
このデイジー図書を聞くためには、プレクストーク等の音声再生機が
必要です。当館では、プレクストークを初めて使われる方、もっと様々
な使い方や高度な使い方をマスターしたい方を対象に、ご要望に応じて
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最寄りの社協及び公的な施設に職員を派遣し、機器の使用説明会を開催
しています。
プレクストーク等の音声再生機の使い方を知りたい、もっと上手に使
いたいと思っている方は、ご遠慮なくお申込みください。
●カセットテープによる録音雑誌の製作を中止し、当館製作の雑誌は全
て CD（デイジー）化しました
今まで当館で製作していたカセットテープによる録音雑誌（週刊トピ
ックス悠久、文芸えちご、ラジオ深夜便）は、平成 25 年 3 月で作成を
中止し、4 月から全てＣＤ（デイジー）化しました。
これにより、週刊トピックス悠久は、より豊富な内容で情報をお届け
することができるようになりました。

６

Ｑ＆A

利用者の皆様から寄せられたご質問に、お答えします
Q：携帯電話サイズの小型プレクストーク「リンクポケット」を使って
います。サピエ図書館に接続して、デイジー図書を検索するときに、
目的の資料がみつけられないことがあるのですが、完成しているはずの
資料が、みつからないのは何故でしょうか？
A：リンクポケットは、サピエ図書館に録音データの登録があるデイジー
だけを検索対象にしています。すでに完成している本や、ＣＤで聞い
たことがある本の中には、「完成はしているけれど、サピエ図書館に、
まだ録音データの登録がない本」が、ときどき存在します。
お手数ですが、
「完成しているはずの資料」を検索しても、みつけら
れない場合には、当館まで、ご連絡ください。リンクポケットでは検
索ができない本でも、ＣＤによる郵送貸出によって聞ける場合があり
ます。
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７

開館及び電話受付時間と 4～6 月の休館日

● 開館及び電話受付時間
午前 9 時～午後 5 時
● 4～6 月の休館日
☆4 月の定例休館日
1 日（月）・8 日（月）・15 日（月）・22 日（月）
・29 日（月）・
30 日（火）
☆5 月の定例休館日
６日（月）
・７日（火）～10 日（金）
・13 日（月）
・20 日（月）・
27 日（月）
☆６月の定例休館日
３日（月）・10 日（月）
・17 日（月）
・24 日（月）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
【編集後記：新年度】
4 月、新潟にも遅い春がやってきました。図書館がある此処、信越線
亀田駅は３つの高校の生徒が多く利用しています。もう少しすると高校
1 年生の群れの中にうもれながら初々しい中学 1 年生の顔が見られま
す。新潟明訓中学部の生徒さんです。
少し大きめな学生服に身を包み、電車から降りてきます。そして、夏
には少したくましさを加え、冬を迎えるころには高校生の中に溶け込ん
でいくのです。
子供たちの成長は早いですね。私は老いるばかりですが、若いエネル
ギーをいただきこの 1 年頑張ろうと思います。どうぞよろしくお願い
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 10１号 2013 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
ＴＥＬ025-381-8111
ＦＡＸ025-381-8115
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.5)
OCR の機能を理解しよう
今回は音声読書器またはパソコン用文字認識ソフトについての現状につい
て紹介したいと思います。具体的に商品名を挙げると音声読書器は「よむべ
え」
、
「トークンライト」、OCR ソフトでは「MyRead」
、
「トークン」などが
あります。また現在は発売中止となりましたが、
「ヨメール」もその代表的な
ソフトの一つでしょう。
このたび、新しい音声読書器「よむべえスマイル」が発売となりました。
この読書器の特徴として「手書きも読める」と書かれています。それらを踏
まえ、文字認識とはどのようなことが苦手なのかを紹介したいと思います。
文字認識で難しいのは「レイアウト」です。よく「新聞は読めますか？」
と聞かれますが、私の場合には「読めません」と回答しています。新聞はレ
イアウトが複雑です。活字本のように文字がきちんと並んでいません。その
ため、文字認識ソフトは正しく文を認識することができず、複数の記事が交
互に出て来るような認識をしてしまうことがよくあります。
次に通帳やレシートを読ませたいという話をよく聞きます。残念ながらこ
れらもあまり正しく読むとはいえません。これには二つの問題があり、一つ
はレイアウト、もう一つは印字品質が悪いため、認識率が上がりません。通
帳の場合には、縦線、０、縦線と書かれていた場合、認識ソフトでは「１０
１」などと認識されてしまうこともよくあります。つまり認識ソフトでは縦
の罫線か数字の１かと言った正確な判断が付かないわけです。
音声読書器の正しい使い方は、正確に読んでもらおうと思うのではなく、
この紙には概略で何が書かれているのかを知る、という目的で使うとよいと
思います。これは年金に関する通知なのか、これは単なるダイレクトメール
で処分して良い物なのか、を判断する材料としては十分活用することが可能
です。しかし、通帳の金額を正しく知りたい、レシートを知りたい、年金な
どの通知の正式な額を知りたい、と言った用途にはリスクがあることを理解
いただければ幸いです。
また、手書きの認識も現状では大きな期待をしない方がよいでしょう。
【記事掲載ご協力及び本製品のお問合せ先】
株式会社ラビット代表取締役 荒川 明宏
荒川 明宏の毎日がレボリューション http://www.radiojapan.jp/
〒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
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