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１４０号 201９年 10 月 
新 潟 県 視 覚 障 害 者 福 祉 協 会 

新潟県視覚障害者情報センター 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今号の内容 

 

１ 開館・電話受付時間と１０月～１２月の休館日 ３ページ 

●開館・電話受付時間 

●１０月～１２月の休館日 

●書庫整理日 

２ 視覚障害者情報センターから ３ページ 

●新しい職員の紹介 

●新潟県視覚障害者情報センターの苦情解決体制をご存知ですか？ 

●令和元年度第１回選定図書紹介 

●サピエ図書 人気図書ランキング 

●３２マス点字盤（盤が木製）の寄付依頼について 

３ お役立ち情報 ７ページ 

●新潟県視覚障害者福祉協会からのお知らせ 

（１）「ふれあい・いきいきサロン」のご案内 

（２）2019 年度 同行援護従業者養成研修開催（長岡会場）のお知

らせ 

（３）ヘルプマーク・ヘルプカードの携帯について 

●新潟市緊急告知ＦＭラジオ購入補助制度のご案内 

●盲導犬体験歩行会のお知らせ 

●ふれる かんじる 楽しい美術展 

●コンサートのお知らせ 
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４ 功労表彰などの受賞者のご紹介 14 ページ  

●日本盲人社会福祉施設協議会 「第６７回 全国盲人福祉施設大会」 

●公益財団法人鉄道弘済会 「第４９回 朗読録音奉仕者感謝行事」 

 関東甲信越地区表彰 

 

５ 視覚障害者関連団体からの情報 14 ページ 

●日盲連＆ネット情報 

 

６ ８月・９月登録の新刊製作ボランティアの皆さん 16 ページ 

 

７ 県内主要文化施設が企画・主催する行事 18 ページ 

（映画上映会、講座） 

（1）新潟県立生涯学習推進センター（映画上映会） 

（2）新潟県立文書館（教養講座） 

（3）新潟県立図書館（教養講座） 

（4）長岡市立中央図書館（映画上映会） 

（野外施設、博物館） 

（5）国営越後丘陵公園（野外イベント） 

（6）新潟県立植物園（企画展） 

（7）新潟県立歴史博物館（企画展） 

（8）新潟市歴史博物館 みなとぴあ（企画展） 

（音楽関連） 

（9）新潟市民芸術文化会館 りゅーとぴあ（音楽） 

（10）長岡リリックホール（音楽） 

（11）新潟市秋葉区文化会館（音楽）・・・新規 

（美術関連） 

（12）新潟県立万代島美術館（美術展） 

（13）新潟市美術館（美術展） 

（14）新潟市新津美術館（美術展） 

（15）新潟県立近代美術館（美術展） 

 

８ 防災情報コラム 「秋の天気」 27 ページ 

 

巻末 「日常生活支援機器情報コーナー no.44」  

「ソニーのテレビの音声ガイド」 

掲載ご協力 株式会社ラビット 代表取締役 荒川明宏 様  
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●開館・電話受付時間 

午前 9 時～午後 5 時 

●１０月～１２月の休館日 

１０月（発行日以後） 

１０月１４日（月）、１５日（火）、２１日（月）、２３日（水） 

２８日（月） 

１１月 ４日（月）、 ５日（火）、１１日（月）、１８日（月） 

   ２５日（月）、２６日（火） 

１２月 ２日（月）、 ９日（月）、１６日（月）、２３日（月） 

２９日（日）～1 月３日（金） 

●書庫整理日 

11 月 28 日（木）午後１時～５時まで、当センターの書庫整理を行う

ため電話等でのリクエストはお受けできません。 

利用者の皆様にはたいへんご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協

力をお願いします。 

 

●新しい職員の紹介 

 ７月 31 日に近藤指導員が退職したことに伴い、９月 1 日から勤務してい

る山口指導員を紹介します。 

（以下、山口指導員より） 

9 月 1 日より新潟県視覚障害者情報センターで勤務をさせていただいてお

ります、山口史明（やまぐちふみあき）と申します。以前は日本盲導犬協会に

おいて見えない・見えにくい方への日常生活訓練を行う歩行訓練士として勤務

をしておりました。その以前には新潟県視覚障害者福祉協会にて歩行訓練士と

して勤務をしており、ご縁があってまた新潟に戻ってくることができました。 

プライベートでは二児の父として家では悪戦苦闘の日々です。趣味はギター

１ 開館・電話受付時間と１０月～１２月の休館日 

２ 視覚障害者情報センターから 
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を弾くことですが、最近は点字ブロックのおかしな敷設（線状ブロック上を歩

いていくとポールにぶつかる等）を見つけて写真を撮って役所にメールをする

ことがひそかな楽しみです。 

これから、情報センター職員として新潟県にお住まいの見えにくい・見えな

い方へ今のニーズに合った適切な情報提供のあり方を模索しながら、日々勉強

をしていきたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

●新潟県視覚障害者情報センターの苦情解決体制をご存知ですか？ 

新潟県視覚障害者福祉協会では、事業利用者からの苦情解決のため、次のよ

うな体制を設けています。当センターのサービスに対する改善のお申し出や苦

情も遠慮なくご相談ください。 

《苦情受付》 

職員の苦情受付担当者が面談、電話、書面、当センター入口「意見箱」等 

で随時受け付けています。受け付けた苦情は、苦情解決責任者と第三者委員 

へ報告します。第三者委員への報告は、苦情申出人が拒否した場合は行いま 

せん。なお、苦情申し出は第三者委員へ直接行うこともできます。 

《苦情申出人との話し合い》 

苦情解決責任者は苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。 

話し合いの際に、苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることがで 

きます。 

◆苦情受付担当者 

関川憲司（新潟県視覚障害者福祉協会事務局長） 

 狩野みさと（新潟県視覚障害者情報センター次長） 

◆苦情解決責任者 

  木村弘美（新潟県視覚障害者福祉協会理事長） 

  斎藤義樹（新潟県視覚障害者情報センター長） 

◆第三者委員 

  小柴昭彦 TEL 025-261-0404 

  小林恒雄  TEL 0256-53-0773 

《当事者間で解決ができない場合》 

  当事者間で解決できない場合は新潟県社会福祉協議会に設置されている

「新潟県福祉サービス運営適正化委員会」に申し出ることができます。 

《関係機関の電話番号》 

・新潟県視覚障害者福祉協会事務局 025-381-8130 
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・新潟県視覚障害者情報センター  025-381-8111 

・新潟県福祉サービス運営適正化委員会 025-281-5609 

 

●令和元年度第１回選定図書紹介 

 今年度の第 1 回図書選定委員会を 7 月に開催しました。今回は、当センタ

ーの資料収集方針を基に、郷土に根ざした文化資料および、健康増進の情報入

手に役立つ資料を選定しました。資料は、選定委員から選定したい分野・ジャ

ンルを推薦してもらい、そのジャンルに関わる図書を抽出し、原本の内容を確

認した上で選定しています。以下に選定した図書をお知らせしますので、ご希

望の方は当センターまでタイトル名をお知らせください。点訳・音訳図書とも

完成までに半年から 1 年程度かかる予定です。 

【点訳・音訳とも製作（9 タイトル）】 

 1  新潟県県民性の歴史 伊藤充著 

 2  柳都新潟古町芸妓ものがたり 小林信也（こばやしのぶや）著 

 3 新潟の逆襲 田村秀（たむらしげる）著 

 4 乙女たちが愛した抒情画家 蕗谷虹児（ふきやこうじ） 

鈴木義昭（すずきよしあき）著 

 5 川柳入門 佐藤美文（さとうよしふみ）著 

 6 良寛 野の花の歌 良寛著、本間明（ほんまあきら）選・解説 

 7 最新健康診断と検査がすべてわかる本 改訂 

矢富裕（やとみゆたか）、野田光彦（のだみつひこ）編著 

 8 アレルギーは腸から治す 林隆博著 

 9 その調理、まだまだ９割の栄養捨ててます！ 

東京慈恵会医科大学附属病院栄養部監修 

【点訳のみ製作（2 タイトル）】 

 1 田中角栄 同心円でいこう 新川敏光（あらかわとしみつ）著 

 2 １分でも長生きする健康術 大津秀一（おおつしゅういち）著 

【音訳のみ製作（７タイトル）】 

 1 地図で楽しむすごい新潟 都道府県研究会著 

 2 健康と気象 福岡義隆（ふくおかよしたか）著  

3 人生 100 年時代を元気に楽しむための還暦筋トレ 

坂詰真二（さかづめしんじ）著 

4 花粉症・アレルギーを自分で治す 70 の知恵 

水嶋丈雄（みずしまたけお）監修、主婦の友社編 
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5 子どものアレルギー 大矢幸弘編監修 

6 かみやすい飲み込みやすい高齢者のやわらか食 132 江頭文江著 

7 役立つ栄養学 主婦の友社編 

 

●サピエ図書館 人気図書ランキング 

サピエ図書館において、7 月～8 月にオンラインリクエスト数の多かった全

国の人気図書をご紹介します。書名、著者名、巻数（点字図書のみ）、所蔵館

の順に記載しています。図書の詳しい内容が知りたい方は当センター職員まで

お気軽にお問合せください。 

 

点字図書 

1 位「そして、バトンは渡された」瀬尾まいこ著 6 巻 神奈川ラ 

2 位「沈黙のパレード」東野圭吾著 8 巻 日点図 

3 位「長いお別れ」中島京子著 4 巻 三重視障セ 

4 位「見えなくても使える iPhone VoiceOver での操作解説（iOS12 編）」

品川博之著 3 巻 鹿児島視情セ 

5 位「『お菓子中毒』を抜け出す方法 あの超加工食品があなたを蝕む」 

白沢卓二（しらさわたくじ）著 2 巻 名古屋ラ盲 

 

録音図書 

1 位「マスターしよう PC-Talker10 のショートカット 応用編」 

ラビット編 日ラ情文ほか 

2 位「キンモクセイ」今野敏著 島根西視情セ 

3 位「帰還」堂場瞬一著 西宮視障 

4 位「昨日がなければ明日もない」宮部みゆき著 西宮視障 

5 位「零れた明日（こぼれたあした） 刑事の挑戦 一之瀬拓真」堂場瞬一著 

桐生点図 

 

テキストデイジー図書（※ダウンロード数の多かった順） 

1 位「希望の糸」東野圭吾著 日点図 

2 位「むらさきのスカートの女」今村夏子著 日点図 

3 位「ノーサイド・ゲーム」池井戸潤著 島根西視情セ 

4 位「機捜 235（きそうにさんご）」今野敏著 明生会館 

5 位「医者も驚いた！ざんねんな人体のしくみ」工藤孝文著 京ラ情ス 
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●３２マス点字盤（盤が木製）の寄付依頼について 

定規の上板が真鍮製、点を受ける側が木製の３２マス点字盤は現在製造され

ておらず購入することができません。 

利用者の方から寄付していただけないかとの照会が情報センターの方に来て

おります。 

３２マス点字盤（盤が木製）をお持ちで現在使われておらず寄付してもよろ

しい方がお出でになりましたなら、情報センター（電話０２５－３８１－８１

１１）までご連絡ください。 

 

●新潟県視覚障害者福祉協会からのお知らせ 

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。 

お問合せなどは視覚障害者福祉協会事務局へ。 

 〒950-0121 新潟市江南区亀田向陽 1-9-1 新潟ふれ愛プラザ内 

電話 025-381-8130 FAX025-381-8120 

E メール ngt.shikaku@cello.ocn.ne.jp 

（１）「ふれあい・いきいきサロン」のご案内 

毎月第１と第３木曜日に新潟ふれ愛プラザで開設しているふれあい・い

きいきサロン。１０月～１２月の開設日をお知らせします。 

自分の生い立ちの話や地域の話題、自分の見え方の悩みなどなんでも皆

さんでお話しください。皆さんお誘い合わせのうえ、お気軽にお越しくだ

さい。事前の申込みは不要です。 

日時 １０月１７日（木） 

   １１月 ７日（木）、１１月２１日（木） 

   １２月 ５日（木）、１２月１９日（木） 

何れの日も午後１時 30 分から３時 30 分 

場所 新潟ふれ愛プラザ ２階 ミーティングルーム 

 

（２）2019 年度 同行援護従業者養成研修開催（長岡会場）のお知らせ 

３ お役立ち情報 
このコーナーでは、視覚障害に関する様々な行事や日常生活に役

立つ情報を掲載しています。次号１４１号（１２月発行）に掲載し

たい情報は、１１月１日（金）までに当センターへご連絡ください。 
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2019 年度同行援護従業者養成研修を開催します。以下の内容で実施し

ますので、研修を希望される方は、当協会にお申込みください。 

1 研修の目的 

 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に対して、外出時

に当該障害者等に同行して、移動に必要な情報を提供するとともに、移動

の援護、排泄及び食事等の介護、その他当該障害者等が外出する際に必要

な援助に関する知識及び、技術の習得を目的とする。 

2 受講対象者 

 原則として新潟県内に住所を置き、同行援護従業者として従事する者、

又は従事することを希望する者。 

※身体的な制約があり、ガイドヘルパーとしての業務を遂行できない方は

受講できませんので、ご了承願います。 

3 日程 

  １１月２７日（水）～２８日（木） 

  １２月 ４日（水）～ ５日（木）  

4 会場 

  アオーレ長岡（長岡市大手通１－４－１０） 

5 参加費及び教材について 

  ２０，０００円（演習用弁当代・交通機関演習時の交通費を含む） 

  ※テキストは各自事前にご準備ください。 

   使用テキスト『同行援護従業者養成研修テキスト 第３版』 

   中央法規出版 

6 定員 ４０名 

7 申し込み期間 

１０月１７日（木）～１０月２８日（月） 

８ 問い合わせ・申し込み先 

    社会福祉法人新潟県視覚障害者福祉協会 担当 宮城、丸山 

    〒９５０－０１２１ 新潟市江南区亀田向陽１丁目９番１号 

    TEL ０２５－３８１－８１３０ 

    FAX ０２５－３８１－８１２０ 

（３）ヘルプマーク・ヘルプカードの携帯について 

新潟県は、7 月から、障害のある方や援助や支援が必要であっても外見で
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はわからない方のためにヘルプマーク・ヘルプカードの携帯を推進しています。 

 特に視覚障害者の皆さんについては、緊急時や災害時の避難支援の目印とし

て活用することとしてあります。 

 ヘルプマークは、平成 24 年 10 月に東京で作成・配布が始まり全国自治体

に活用が広がっています。 

 配布は、無料です。まだ、お持ちでない方は、市町村障害福祉主管課でお受

け取りください。 

また、県視覚障害者情報センター、県視障協でも配布しています。 

仕様 ソフトウレタン製 たて 8.5 センチ よこ 5.3 センチ 

    吊り下げバンド付き 赤色 十字とハートマークを白抜き 

    （全国共通の案内用図記号として JIS 規格に追加） 

 

●新潟市緊急告知ＦＭラジオ購入補助制度のご案内 

新潟市危機管理防災局 危機対策課より 

１ 趣 旨 

新潟市では、緊急地震速報、津波警報・注意報、避難情報などの緊急情

報を市民の皆様に確実に受け取っていただくため、ＦＭラジオ新潟と協定

を結んでＦＭラジオ電波による放送を行っています。 

視覚障害をお持ちの方々に緊急情報をより迅速・確実にお伝えするため、

緊急情報の受信に必要な、緊急告知ＦＭラジオを購入する際の補助制度に

ついて、紹介します。 

２ 緊急告知ＦＭラジオとは 

緊急地震速報、津波警報・注意報、避難情報などの緊急情報が発表され

た時、電源が切れている状態でも自動的に起動して、最大音量で即時に放

送してくれるものです。 

携帯電話会社のエリアメール、新潟市の防災メール、同報無線と併せて、

緊急情報を市民の皆様にお知らせする、いわゆるプッシュ型の情報手段の

一つです。 

乾電池を入れておけば、スイッチがオフの状態でも緊急情報を受信する

と、最大音量で放送を開始しますし、持ち運びもできるので、非常に有効

な情報入手手段と言えます。 

現在、このラジオは、新潟市内のコメリ１５店舗において、１台１０，

８００円で販売されています。 
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３ 補助対象者、補助金額 

購入補助制度の対象者は、新潟市内にお住まいの方で、７５歳以上のみ

の世帯、視覚障がい１級または２級の方です。 

補助金額は、販売価格の２分の１の、５，４００円です。 

４ 補助金交付の手続 

（１）交付申請 

補助対象である視覚障がい１級または２級の方で、購入を希望される

方は、購入する前に、補助金の交付申請をしてください。 

交付申請書に必要事項を記入・押印のうえ、市役所危機対策課、各区

役所総務課（地域総務課）または出張所・連絡所に提出してください。 

交付申請書は、市役所危機対策課、各区役所総務課（地域総務課）、コ

メリの店頭に準備しています。 

（２）交付決定通知 

市が交付申請書を確認して、対象者に対しては交付決定通知書を郵送

いたします。 

この時、購入後に提出いただく実績報告書も併せて郵送いたします。 

（３）ラジオの購入 

交付決定通知書を受け取られたならば、市内コメリにて、緊急告知Ｆ

Ｍラジオを購入してください。 

この時、レシートを受け取ることを忘れないでください。 

（４）実績報告 

購入後、先に郵送した実績報告書に必要事項を記入・押印のうえ、レ

シート原本を添付して、市役所危機対策課、区役所総務課（地域総務課）

または出張所・連絡所に提出してください。 

（５）口座振込 

実績報告書の提出を確認後、市からご指定の銀行口座に補助金が振り

込まれます。 

５ 問合せ先 

 新潟市在住の視覚障がい１級または２級の方で、購入を希望される方は、

新潟市危機管理防災局危機対策課にお問合せ下さい。 

新潟市危機管理防災局危機対策課 

〒９５１－８５５０ 新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１ 

電話 ０２５－２２６－１１４６ ＦＡＸ ０２５－２２４－０７６８ 

Ｍａｉｌ kikitaisaku@city.niigata.lg.jp 
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●盲導犬体験歩行会のお知らせ 

日本盲導犬協会スマイルワン仙台では 1 泊 2 日で盲導犬とあるき、一緒に

生活する体験会を行っています。街中を盲導犬と風を切って歩く体験をしてみ

ませんか？盲導犬訓練士や盲導犬ユーザーがあなたのギモンに答えます。 

【開催日時】１１月１６日（土）～１１月１７日（日） 

      １２月 ７日（土）～１２月 ８日（日） 

＊各回とも 10 時開始、12 時終了予定です。体験会に参加が難しい方は個

別での対応も致します。まずはご相談ください。 

【会場】 

仙台訓練センター（スマイルワン仙台） 

【対象】 

東北及び新潟にお住まいの見えない・見えにくい方 

【定員】 

４名 

【参加費】 

無料 

1 日目の昼食・夕食、2 日目朝食はこちらで準備いたします。  

会場までの往復の交通費はご負担ください。仙台駅までの送迎は可能です。 

前日泊、家族での宿泊も可能です。 

【問い合わせ・申込み先】 

公益財団法人 日本盲導犬協会 スマイルワン仙台ユーザーサポート部 

〒982-0263 仙台市青葉区茂庭字松倉 12-2 

TEL 022-226-3910 FAX 022-226-3990 

 

●ふれる かんじる 楽しい美術展 

視覚以外の方法（触覚など）により楽しむことができる美術展が開催されま

す。障害者の美術鑑賞へのアクセシビリティを高めるとともに、障害のない人

も新しい感覚で鑑賞できる美術展です。  

１ 日時 10 月 16 日（水）～10 月 25 日（金） 

午前 9 時 30 分～午後５時  

２ 会場 新潟県民会館ギャラリーＢ  

〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町 3-13  

TEL 025-228-4481  FAX 025-228-4484  
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３ 問い合わせ先 第 34 回国民文化祭、第 19 回全国障害者芸術・文

化祭新潟県実行委員会事務局  

〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１（新潟県文化振興課内） 

TEL 025-280-5987  FAX 025-280-5221 

E-mail ngt030120@pref.niigata.lg.jp  

ホームページ https://niigata-futtotsu.jp/ 

 

●コンサートのお知らせ 

（１）混声合唱組曲「悪魔の飽食」第２９回全国縦断コンサート新潟公演 

１ 開催日 １０月２７日（日） 

２ 会場 りゅーとぴあコンサートホール（新潟市中央区一番堀通町3-2） 

３ 開場時間 午後１時１５分 

４ 開演 午後２時 

５ 内容、出演者等   

第１部 佐々木友子（ヴァイオリン演奏）、えちごコラリアーズ（男声合

唱） 

第２部 森村誠一と池辺晋一郎対談 

第３部 混声合唱組曲｢悪魔の飽食｣ 

原詩 森村誠一 

編詩 池辺晋一郎、神戸市役所センター合唱団 

作曲 池辺晋一郎 

１ プロローグ｢七三一の重い鎖｣ 

２ 生体の出前いたします    

３ 赤い支那靴            

４ 反乱 

５ 三十七年目の通夜 

６ 友よ白い花を 

７ 君よ目を凝らしたまえ 

指揮 池辺晋一郎 ピアノ 志村泉 

合唱指導 佐藤匠 ピアノ 八子真由美 

合唱 ｢悪魔の飽食｣を歌う新潟合唱団／同全国合唱団 

６ 混声合唱組曲｢悪魔の飽食｣とは   

 第二次世界大戦中に細菌兵器の開発をすすめた旧日本軍731部隊の戦

争犯罪を告発し、実験材料〈マルタ〉として殺された約 3000 人以上の

中国人､朝鮮人､モンゴル人､ロシア人を追悼しつつ、永遠の平和を祈る合

唱組曲（全７曲）です｡神戸市役所センター合唱団の委嘱により原詩森村

誠一（作家）、作曲池辺晋一郎（作曲家）の手によって完成し、1984 年
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に東京と神戸で初演されました。 

 《日本人よ､731 部隊を問え》と厳しく呼びかける重厚なメロディーの

第 1 曲、731 部隊の狂気を歌った第２曲、犠牲となった中国人男性が一

人娘に寄せる哀愁を歌った静かなメロディーの第３曲、《実験材料として

殺されるよりも人間らしく死にたい》と闘いを挑む第４曲、毒ガス実験

で殺されるロシア人親子をストップウォッチ片手に観察した隊員の晩年

の心情を歌った第５曲、犠牲者を追悼する哀しくも美しいメロディーの

第６曲、そして高らかに平和と希望を歌いあげるメロディーが大変魅力

的な最終曲……多彩な歌詞とメロディーが深く印象に残り永久の平和を

願う合唱曲です。 

 全国縦断コンサートは日本合唱史上まれにみる取り組みで日本 47 都

道府県をすべてまわり、この歌を一人でも多くの人たちに、聞いてもら

い､歌ってほしい、と広がっています。新潟は 29 回目。また中国を含む

アジア､ヨーロッパなどでもコンサートが開かれどこでも超満員で多くの

感動の声がよせられています。 

 今回の｢悪魔の飽食｣合唱団には視覚障がい者７人のほか、実行委員会

からの呼びかけや新聞記事を見た方など多くの個人が参加して練習を重

ねてきました。当日は全国から「悪魔の飽食｣を歌うメンバーもかけつけ

共に平和の願いを歌います。 

７ 鑑賞料 全席自由 一般前売 ３,000 円（当日３,500 円） 

           障害者・ガイドヘルパー・大学生以下 １,500 円 

８ お問合せ先 阿部大和 0250-58-616０ 
 

（２）佐藤博志ヴァイオリンコンサート 

佐藤博志さんは新潟盲学校、東京芸術大学卒業のヴァイオリニストです。 

この度、新潟日報社・新潟市社会福祉協議会が開催するイベント「福祉・

介護・健康フェスタ２０１9」でヴァイオリンを演奏します。 

皆さんご存知の名曲が佐藤さんのトークとともに楽しめます。 

当日は、子供用の小さいヴァイオリンの演奏もあります。 

ピアノ伴奏は小野直子さんです。 

どうぞお越し下さい。 

日時 11 月 17 日（日）午前 11 時～11 時 45 分 

会場 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター ２階 スノーホール 

住所 新潟市中央区万代島 6 番 1 号 

入場無料 
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●日本盲人社会福祉施設協議会 「第６７回 全国盲人福祉施設大会」 

 ・ボランティア表彰者 岩崎留美子さん（新発田市） 

 ・ボランティア表彰者 齋藤正子さん（新潟市西区） 

●公益財団法人鉄道弘済会 「第４９回 朗読録音奉仕者感謝行事」 

 関東甲信越地区表彰  

 ・朗読録音奉仕 齋藤加代子さん（埼玉県） 

 

 

日盲連（社会福祉法人日本盲人会連合）、全視情協（特定非営利活動法人全

国視覚障害者情報提供施設協会）等の情報を掲載いたします。 

●日盲連＆ネット情報 

 

（１）視覚障害のある女性の福祉向上へ意見交換 名古屋で全国大会 

（2019.8.30 中日新聞 朝刊より抜粋） 

視覚障害のある女性たちが意見交換をする第 65 回全国盲女性研修大

会（中日新聞社後援）が 29 日まで三日間、名古屋・名駅のウインクあ

いちであり、視覚障害者の多くが利用する「らくらくホン」の製造販売

の継続の要望など 11 項目を決議。 

全国の視覚障害の女性ら約 8 百人が参加。式典で、前田美智子会長、

名古屋市視覚障害者協会女性部の新井美千代部長は「視覚障害者の子育

てには今でも大きな障壁がある」と語り、子育て支援の福祉制度の創設

を訴えた。 

ほかに、食品の賞味期限・消費期限の文字を大きくし、商品のバーコ

ード・ＱＲコードの位置を統一することや、中山間地域の視覚障害者の

移動を保障するため、福祉有償運送事業を充実することなどを、要望事

項として採択した。 

４ 功労表彰などの受賞者のご紹介 

５ 視覚障害者関連団体からの情報 
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（２）あくまで人としてどうか。 ある視覚障害者の行動 

（2019.8.30 新潟日報 朝刊〈社説座標軸〉より 論説編集 委員  

・高内小百合） 

先日、バス停に並んでいた時のことだ。白杖を使っている年配の男性が

私の後ろに来た。バスが来たら「お先にどうぞ」と声を掛けるつもりでい

た。だが、その必要はなかった。私の前にも何人か待っていたのに、その

人たちが乗る前に、さっと列の先頭に行って最初に乗った。そのバスは座

席に空きがなく、優先席も埋まっていた。すると、優先席にいた若い女性

がすっと立ち、席を譲った。男性は何も言わず座った。会釈もなかった。 

一連の行動になんとも言えない苦々しさを感じた。バス停で順番を守ら

なくていいのか。席を譲られたときに「ありがとう」の一言か会釈があれ

ば感謝が伝わるのに。 

男性は優先席に若い女性が座っていること自体が、マナー違反だと思っ

たのかもしれない。でも席を譲った女性は、妊婦さんや体調不良だった可

能性もある。この男性の振る舞いを、あの時一緒に乗っていた人たちはど

う感じただろうか。「障害者なのに態度が大きい」「障害者だから仕方がな

い」のように、特定の人の振る舞いをもって、その立場の人を代表するか

のような言われ方がなされてしまう傾向が、社会にはある。「○○なのに」

「○○だから」という決めつけるような見方が強い世の中は、窮屈で生き

にくい。画一的な見方は自戒したい。 

改めて私が苦々しく感じたのはなぜかを自問した。障害の有無にかかわ

らず人としてその態度は感心できないというのがその理由だ。 

 

（３）［追想］日本ライトハウス会長 岩橋明子さん 

（2019.9.01 愛媛新聞 朝刊より） 

目の見えない、見えにくい人々の行く手を照らす灯台（ライトハウス）

の要として、視覚障害者のリハビリや社会参加の必要性を訴え続けた。 

病や事故で視力を失った後、まず困るのは日常生活だ。歩いて、外に

出て、働いて。「仕事を持てば、自立できる。その手伝いをしたい」と

話し、生活や職業訓練を含むリハビリの充実や指導員の育成に心を砕い

た。 
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語学が堪能で、１９歳で英語教師に。赴任した大阪市の女学院で視覚

障害のある生徒に出会った。 

当時の院長は、学生時代に網膜剥離で失明した岩橋武夫さん。視覚、

聴力、言語の障害を乗り越えた米国のヘレン・ケラーを日本に２度招き、

身体障害者福祉法制定への道を開いたことでも知られる。日本ライトハ

ウスは１９２２年、武夫さんが設立した。 

明子さんは５２年に武夫さんの長男英行さんと結婚。２代目理事長に

就いた夫とともに、海外の福祉団体との交流や盲導犬育成、「新コンサ

イス英和辞典」全百巻の点字出版などに取り組んだ。 

８４年、３代目理事長に就任。「視覚障害者も好きな時に好きな本を

楽しめるように」と録音図書の製作に力を入れる一方、コンピューター

による点字編集・製版システムを拡充するため点字情報技術センター（大

阪府東大阪市）も建設した。 

多忙な中でも孫とよく遊び、旅行を楽しんだ。「楽しい人でした。人

のお世話をするのが大好きで、おもてなし上手。晩年は脳梗塞のため車

いす生活でしたが、職員にケラーさんの思い出話をしてくれました」。

現理事長の橋本照夫さんが言う。 

日本ライトハウスは２０２２年、百周年を迎える。「課題は高齢化。

障害者が最期まで暮らせる場所をつくりたい」と橋本さん。灯台の光は、

未来へ引き継がれている。 
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点訳（15 名） 

相澤晴子／五十嵐亨子／巌和郎／薄田玉惠／内山加代子／木伏美佐子／ 

下妻逸子／関富美子／高橋朗子／冨樫栄子／中川久美子／丸山恭子／ 

罇和也／八木拓真／山田尚子 

 

音声訳（23 名） 

石井千鶴子／稲冨かづ子／大関江美子／小川純子／嘉藤百合／窪田佐代子／ 

齋藤源一郎／坂上郁代／新保裕美子／鈴木陽子／須藤幸代／髙野節子／ 

豊田三世／永井宮子／野村裕美／速水美智子／星野あつ子／水落百合子／ 

山本恵子／八幡和歌子 

（以下、音ボラネットからの協力者） 

岡部奈津子／木滑恭子／越川知子 

 

デイジー編集（5 名） 

狩谷ケン子／柴田弘子／中村一江／林章子／横山トシ子 

 

テキストデイジー製作（14 名） 

荻野妙子／川瀬千賀子／杵淵徹／桑原はるみ／酒井幸子／佐野民子／ 

鈴木俊一／田沢鈴江／寺澤茂子／外山正代／野澤直美／林章子／ 

山田久美子／渡辺敏栄 

  

６ ８月・９月登録の新刊製作ボランティアの皆さん 

（五十音順敬称略） 
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映画上映会・講座 

（１）新潟県立生涯学習推進センター（新潟市中央区女池南 3-1-2） 

お問合せ 電話 025-284-6110        

催事名１ 季節の上映会 

 開場時間は、午後１時です。   

日時及び上映映画 

11 月７日（木）午後１時 30 分～３時 

「永遠のルチアーノ・パヴァロッティ 世界が愛したマエストロ」 

  【2007 年/アメリカ/DVD/90 分/吹替】 

世界中の人々に惜しまれつつもその生涯を閉じた世紀のテノール歌手、

パヴァロッティ。世界のマエストロに至るまでの軌跡を歌と映像で紹介。

昨年度末上映後の多くのアンコールに応え再上映。 

12 月 12 日（木）午後１時 30 分～３時 25 分 

「続・深夜食堂」 【2016 年/DVD/108 分】 

安倍夜郎（あべやろう）の人気コミックを小林薫主演で描いたテレビド

ラマの映画版「深夜食堂」の続編。 

催事名２ 映画・ビデオ鑑賞会 

11 月 24 日（日）午後１時 30 分～３時 30 分 

「イーハトーブの赤い屋根」 【1978 年/16mm/118 分】 

直木賞作家三好京三（みよしきょうぞう）の原作『分校日記』を映画化。

岩手県の山村の分校を舞台に、教師夫婦と生徒たちの心の触れ合いを描く。 

会場 ホール（県立図書館複合施設） 

定員等 先着 186 名、申込不要、鑑賞料無料 

ボランティアによる会場内案内あり 

 

（２）新潟県立文書館（新潟市中央区女池南 3-1-2） 

お問合せ 電話 025-284-6011 

10 月～12 月までの催事は予定されていません。 

 

 

７ 県内主要文化施設が企画・主催する行事 
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（３）新潟県立図書館（新潟市中央区女池南 3-1-2） 

お問合せ 電話 025-284-6001 

催事名 令和元年度第３回地域映像の上映会「にいがた偉人伝」 

新潟県ゆかりの偉人の業績や生き方を紹介したシリーズ番組「にいがた

偉人伝」（平成２９年ＢＳＮ新潟放送／製作）第４巻を上映します。 

日時 12 月５日（木）午後１時３０分～３時 40 分 

会場 ホール（県立図書館複合施設） 

定員等 180 名（先着順）、事前申込不要、無料 

 

（４）長岡市立中央図書館（長岡市学校町 1 丁目 2 番 2 号） 

お問合せ 電話 0258-32-0658 

催事名１ 映画会 

日時及び上映映画 

10 月 12 日（土）午後 2 時～３時 55 分 

「時よとまれ君は美しい ミュンヘンの 17 日」1973 年アメリカ 

開場時間 午後１時３０分から 

10 月 23 日（水）午後 2 時～３時 40 分 

映画会 中越地震から 15 年 

「1000 年の山古志」2011 年日本 

開場時間 午後１時３０分から 

定員等 先着 180 人、申込み不要、鑑賞無料 

※ バリアフリー音声ガイド付き映画ではありません。 

  会場はすべて２階講堂です。 

催事名２ 長岡が生んだ小説家松岡譲（まつおかゆずる）没後５０年記念講演

会「松岡先生の東京の腰巾着」 

日時 11 月 10 日（日）午後２時～３時 30 分 

講師 小林達雄（國學院大學名誉教授） 

会場 ２階講堂 

 定員等 180 名、要申込み、先着順、無料 

 

野外施設、博物館 

（５）国営越後丘陵公園（長岡市宮本東方町字三ツ又 1950 番１） 

お問合せ 電話 0258-47-800１ 
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催事名１「長岡花火ウィンターファンタジー」 

越後丘陵公園と長岡花火がタッグを組んで開催する、一夜限りの冬の花

火大会です。 

ウインターイルミネーションの中で、ミュージックスターマインが打ち

あがります。 

日時 11 月 30 日（土）午後５時～６時 30 分 

観覧券 自由席大人 1300 円（1500 円）、中高生 500 円（700 円）、小

学生以下無料 

駐車券 普通車 500 円（1000 円） 

※（ ）は当日券の金額（事前のチケット販売はセブン-イレブン） 

※入場にはチケットが必要です。身体障害者手帳等の保持者への優待や割

引はございません。 

催事名２「収穫祭」 

里山での収穫を祝い、餅つき体験やわら細工、新米や五平餅のふるまい、

軽トラ青空市などを開催します。 

期間 11 月３日（日）～11 月４日（月・休） 

 会場 国営越後丘陵公園 里山フィールドミュージアム 古民家周辺 

 

（６）新潟県立植物園（新潟市秋葉区金津 186 番地） 

 お問合せ 電話 0250-24-6465 

催事名１ 企画展示「人と植物のかかわり２ コーヒーとチョコレート coffee 

and chocolate story～“美味しさ”と“不思議”の詰まった二つの実～」 

展示を通して人間と植物のかかわりについて関心を高めることを目的と

します。普段、多くの方が口にしている「コーヒー」と「チョコレート」

がどのような植物からできているのか、植物学的にアプローチするととも

に、植物の利用という観点からも解説します。また、それぞれの栄枯盛衰

の歴史、生産・製法を様々なエピソードを交えてご紹介します。 

・展示解説コーナー「コーヒー物語」「チョコレート物語」など 

・原材料の植物展示、現地のプランテーションをモチーフとした装飾 

・巨大オブジェの撮影スポット 

・コーヒーとチョコレートの関連教室開催 

・週替わりで各国のコーヒー提供（温室内カフェ） 

期間 11 月 17 日（日）まで 

会場 観賞温室第２室 
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催事名２ 企画展示「クリスマス展」 

クリスマスツリー、色鮮やかなポインセチアなどで会場が彩られるほか、

各所に見どころや撮影スポットがあります。花と光で温室全体がクリスマ

スの雰囲気になり、大人も子供も楽しめる展示です。 

期間中、12 月 1 日は「開園記念日 温室入館無料デー」です。また、12

月 21 日・22 日は「クリスマス夜間開園」を実施します。 

期間 11 月 20 日（水）～12 月 26 日（木） 

会場 観賞温室第２室 

 

（７）新潟県立歴史博物館（長岡市関原町 1 丁目字権現堂 2247 番２） 

お問合せ 電話 0258-47-6130 

催事名１ 天皇陛下御即位記念 国文祭・芸文祭 特別展 国民の文化財 

「あ、コレ知ってる！はにわ、どぐう、かえんどきの昭和平成」 

考古学は日本の歴史や文化を考えるうえで重要な役割を担い、学校の教

科書に考古資料が掲載されるようになりました。 

考古資料の中でも埴輪（はにわ）、土偶（どぐう）、そして新潟県の誇る

火焔土器（かえんどき）は、世相とともに注目を集め、思いもよらない場

面に登場することが少なくありません。この特別展では見覚えのある考古

資料を通して、昭和平成を振り返ります。 

期間 11 月４日（月・休）まで 

会場 企画展示室 

催事名２ 映画「縄文にハマる人々」上映会＆山岡信貴（やまおかのぶたか）

監督らのトークショー 

特別展「あ、コレ知ってる！はにわ、どぐう、かえんどきの昭和平成」の

関連イベントです。2018年に公開され評判になった映画「縄文にハマる人々」

（103 分）の上演と本作の監督山岡信貴さん、どぐう女子譽田亜紀子（こ

んだあきこ）さん、フリーペーパー「縄文 ZINE」発行者の望月昭秀さんを

迎えトークショーを行います。 

講師、演奏者等 山岡信貴（映画監督）、譽田亜紀子（どぐう女子） 

望月昭秀（フリーペーパー縄文 ZINE 発行者） 

日時 10 月 13 日（日）午後１時～４時 

会場 新潟県立歴史博物館 講堂 

定員 150 名 

申込み方法 事前に電話、FAX、郵便、またはメールにてお申し込み下さ  

い。館内での直接申し込みも受け付けています。 
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（TEL 0258-47-6135、FAX 0258-47-6136、koryu@nbz.or.jp） 

 

（８）新潟市歴史博物館 みなとぴあ（新潟市中央区柳島町 2-10） 

 お問合せ 電話 025-225-6111 

催事名 第１６回むかしのくらし展「布とむかしのくらし」 

新潟県の編み物・織り物の歴史を中心に、衣生活のむかしの道具を紹介

します。 

期間 12 月８日（日）まで 

会場 本館１階 企画展示室 

 

音楽関連 

（９） 新潟市民芸術文化会館 りゅーとぴあ（新潟市中央区一番堀通町3-2） 

お問合せ 電話 025-224-5521（チケット専用ダイヤル） 

※各公演会場の開場時間は、公演開始時間の概ね 30 分前です。 

催事名１ 第 116 回新潟定期演奏会／東京交響楽団 

煌（きらめ）く音の競演。管楽器の魅力が十二分に楽しめます。 

日時 10 月 20 日（日）午後５時～ 

出演 飯森範親（いいもりのりちか）（指揮）、上野耕平（ソプラノサクソ

フォン）ほか 

会場 コンサートホール 

曲目 シャミナード コンチェルティーノ～フルートと管弦楽のための 

    コープランド 静かな都市～トランペットとイングリッシュホルンと

弦楽のための 

    ヴィラ・ロボス ファンタジア～ソプラノサクソフォン、3 つのホル

ンと弦楽のための 

    ドビュッシー 第 1 狂詩曲～クラリネットと管弦楽のための 

   ビゼー：「アルルの女」第 1 組曲、第 2 組曲 

鑑賞料 S 席 7,500 円 A 席 6,000 円 B 席 4,500 円 C 席 3,000 円

D 席 2,000 円 

※事前申し込みで点字プログラム用意可能 

催事名２ 第 117 回新潟定期演奏会／東京交響楽団 

人気・実力ともに日本を代表するピアニスト、小山実稚恵が登場。 

日時 12 月１日（日）午後５時～ 
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出演 広上淳一（ひろかみじゅんいち）（指揮）、小山実稚恵（ピアノ） 

会場 コンサートホール 

曲目 チャイコフスキー 歌劇「エフゲニ—・オネーギン」～ポロネーズ 

    ショパン ピアノ協奏曲 第 1 番 ホ短調 op.11 

    ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第 3 番 ニ短調 op.30 

鑑賞料 S 席 7,500 円 A 席 6,000 円 B 席 4,500 円 C 席 3,000 円

D 席 2,000 円 

※事前申し込みで点字プログラム用意可能 

 

（10）長岡リリックホール（長岡市千秋 3 丁目 1356 番地 6）  

お問合せ 電話 0258-29-7715 

催事名 1 風間杜夫ひとり芝居 

 日時 10 月 26 日（土）午後１時～ 

出演 風間杜夫 

会場 長岡リリックホール・シアター 

鑑賞料 全席指定４,000 円 

 プレイガイド 長岡リリックホール、長岡市立劇場 他 

催事名 2 鼓童ワン・アース・ツアー2019「道」 

 日時 11 月 30 日（土）午後２時～ 

出演 鼓童 

会場 長岡市立劇場・大ホール 

鑑賞料 全席指定 Ｓ席６,000 円、Ａ席 5,000 円 

 プレイガイド 長岡リリックホール、長岡市立劇場 他 

 

（11）新潟市秋葉区文化会館（新潟市秋葉区新栄町 4 番 23 号）  

お問合せ 電話 0250-25-3301  

催事名１ 朗読音楽劇 「あらしのよるに ～ガブとメイ 思い出のあしあと

～」 

第一部では、女優・竹下景子の朗読をカルテットの生演奏と伴にお届け

します。第二部は、原作者のきむらゆういち氏との対談をお楽しみくださ

い。 

日時 10 月 20 日（日）午後 4 時～ 

会場 新潟市秋葉区文化会館 ホール 

観賞料 全席自由 一般 3,000 円 中学生以下 1,000 円 
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プレイガイド 新潟市秋葉区文化会館、りゅーとぴあインフォメーション 他 

催事名２ 「吉俣良（よしまたりょう）サウンドトラック・コンサート」 

映画、ドラマのサウンドトラックを幅広く手掛ける作曲家・吉俣良のス

ペシャルコンサートです。 

オープニング・アクトは、大河ドラマ「篤姫」「江～姫たちの戦国～」を

迫力の吹奏楽団との共演で。 

本編では、連続テレビ小説「こころ」、「Ｄｒ.コトー診療所」、「眠れる森」、

映画「冷静と情熱の間」などのドラマを美しく飾った曲の数々を吉俣良の

ピアノとクインテットでお送りします。 

日時 12 月 7 日（土）午後 4 時～ 

会場 新潟市秋葉区文化会館 ホール 

観賞料 全席指定 4,500 円（当日 300 円増） 

プレイガイド 新潟市秋葉区文化会館、りゅーとぴあインフォメーション 他 

 

美術関連 

（12）新潟県立万代島美術館（新潟市中央区万代島 5-1 朱鷺メッセ内 万

代島ビル 5 階）  

お問合せ 電話 025-290-6655  

催事名１ 企画展「乙女のデザイン 大正イマジュリィの世界」 

大衆文化が盛んになり、印刷技術が進歩した明治末から大正、昭和初期。

美しい装幀の書物が人々の暮らしを彩り、街には華やかな広告が溢れまし

た。この時代の書籍、挿絵、ポスター、絵はがき等の印刷物や版画を「大

正イマジュリィ」と総称し、その魅力をご紹介します。藤島武二、橋口五

葉、富本憲吉、岸田劉生（きしだりゅうせい）ら日本近代美術史になくて

はならない作家や、竹久夢二、高畠華宵（たかばたけかしょう）、蕗谷虹児

（ふきやこうじ）といった抒情画家とよばれる作家。熱心な愛好家を持つ

小林かいち。多くの作家達の残した印刷物や、作家名の残らない広告類ま

で。今見ても心ときめく、百花繚乱の図像をお楽しみください。 

期間 11 月 24 日（日）まで 

会場 美術館展示室 

催事名２ 企画展「タータン展 伝統と革新のデザイン」 

タータンはスコットランド北西部・ハイランド地方で発展した格子柄の

織物です。本来は羊毛を綾織にした織物を指していましたが、現在ではデ

ザインそのものもタータンと呼ばれ、世界各国で愛されています。本展は

「タータン」をテーマにした日本初の本格的な展覧会。タータンの布地約
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100 点、洋服や靴をはじめ、タータンにまつわる資料や美術作品などを集

め、その知られざる歴史や社会的、文化的背景を幅広く紹介します。ター

タンの多彩な色彩や洗練されたデザインの数々をお楽しみください。 

期間 12 月 14 日（土）～令和２年３月１日（日） 

会場 美術館展示室 

 

（13）新潟市美術館（新潟市中央区西大畑町 5191－9） 

お問合せ 電話 025-223-1622 

※企画展開催中は、企画展の観覧券でコレクション展も観覧できます。 

催事名 1 コレクション展Ⅱ「抽象の快楽、具象の誘惑。」 

一般的に相反する心的作用として説明される抽象と具象。20 世紀以降、

造形表現の実験的取り組みから生み出された様々な作品を通して、各々の魅

力や相通ずる要素を、いくつかのキーワードを手掛かりに再確認します。 

期間 12 月１日（日）まで 

 会場 常設展示室 

催事名２ 企画展「丸沼芸術の森所蔵 アンドリュー・ワイエス展 オルソン・

ハウスの物語」 

《クリスティーナの世界》で知られるアメリカの国民的画家アンドリュー・

ワイエス（1917～2009）。夏の家があるメイン州を訪れては、クリステ

ィーナとアルヴァロの姉弟が住む「オルソン・ハウス」での暮らしと、そこ

に広がる風景を克明に描き続けました。本展では、ワイエスの創作の軌跡が

辿れる作品の数々をご紹介します。 

期間 11 月２日（土）～令和２年１月 19 日（日） 

 会場 企画展示室 
 

（14）新潟市新津美術館（新潟市秋葉区蒲ケ沢 109-1） 

 お問合せ 電話 0250-25-1300 

催事名１ 第 34 回国民文化祭・にいがた 2019、第 19 回全国障害者芸術・

文化祭にいがた大会開催記念 あたらしいかたち 新潟県人作家展 2019 

新潟市新津美術館では、地域ゆかりの作家や作品を紹介する展覧会を

継続して行なってきました。地域に根ざした展覧会の開催は、地方の公

立美術館の一つの使命といえます。 

このたびは「あたらしいかたち」と題し、洋画と版画、工芸に取り組

む現存作家に焦点をあてます。本展では、団体への所属の有無に関わら

ず、様々な場で発表を重ねる県人作家の作品が一堂に会します。 
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また「あたらしいかたち」というタイトルは、精力的に活動を続ける作家

の新しい表現の形、そして「新潟」という地名に結びついています。地名の

由来は諸説ありますが、かつて無数にあった潟（かた）は、本県の豊かな風

土と文化を形成しました。現存する潟は、現在、地域の憩いの場として親し

まれています。 

新たな元号へと変わった2019年、本県の文化の発展に貢献し、地域で親

しまれる作家たちの多彩な表現を通し、新潟の美術の現在を感じていただけ

れば幸いです。 

期間 11 月 10 日（日）まで 

会場 新津美術館展示室 

催事名２ コレクション展Ⅱ「版画のかたち いろいろ」 

木版やドライポイントなど異なる技法を用いた多彩な版画作品を展示

します。 

期間 12 月 22 日（日）まで 

会場 新津美術館 コレクション展コーナー 

催事名３ 「所蔵品展 東欧絵本原画と新津美術館ものがたり 特集展示  

式場庶謳子（しきば しょおうこ）」 

新潟市新津美術館では、2010 年より常設のコレクション展コーナーを

開設し、年に数回の展示替えを行いながら、多様なテーマのもとで所蔵品

を紹介してきました。 

本展では、コレクション展コーナーの限られたスペースでは展示するこ

との難しい大型の作品や、まとめて紹介することの少ない絵本原画を中心

にご覧いただきます。 

あわせて、新潟県出身の式場庶謳子の作品を特集展示します。 

当館所蔵品の新たな魅力を発見する機会となれば幸いです。 

期間 12 月５日（木）～12 月 22 日（日） 

会場 新津美術館  
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（15）新潟県立近代美術館（長岡市千秋 3 丁目 278－14） 

お問合せ 電話 0258-28-4111 
催事名１ コレクション展 第１期 

展示室１・２ 国民文化祭応援事業 新潟の美術 小特集 横山操 

国民文化祭に関連して横山操をはじめ、新潟県出身作家の作品を紹介

します。 

  展示室３ 近代美術館の名品 

   当館が所蔵する国内外の名品を選りすぐって紹介します。 

期間 12 月８日（日）まで 

会場 コレクション展示室 

催事名２ 企画展「PIXAR（ピクサー）のひみつ展」 

子供から大人まで絶大な人気を誇る PIXAR アニメーション。 

その制作のひみつを探る世界初の体験型展示が、いよいよ新潟にやっ

てくる！ 

「PIXAR のひみつ展」では、『トイ・ストーリー』『モンスターズ・イ

ンク』などの人気キャラクターを使って、アニメーションの制作過程を

体験しながら、その魅力を解き明かしていきます。 

期間 10 月 12 日（土）～11 月 24 日（日） 

会場 企画展示室 
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自然災害の現象や身の安全の守り方等をご紹介します防災情報コラムの第

11 回目は秋の天気についてです。 

７月１９日から公開となった映画「天気の子」。この作品は「君の名

は。」が歴史的な大ヒットを記録した新海誠（しんかいまこと）監督が、

天候の調和が狂っていく時代に、運命に翻弄されながらも自らの生き

方を選択しようとする少年少女の姿を描いた長編アニメーション。 

舞台は未曽有（みぞう）の長雨（ながあめ）という異常気象に見舞

われた東京。新海監督は雲や海、空の繊細な描写で定評がありますが、

この「天気の子」では、雲研究者で気象庁気象研究所の荒木健太郎さ

んが気象監修しています。 

異常気象は天災ですが、地球温暖化の影響を考えれば人災でもあり、

「天気の子」はこの問題をわが身に引き付けて考える契機を与える作

品となっています。 

なお、小説「天気の子」のデイジー版が現在製作中で、完成予定が

１２月末となっています。 

さて、この夏を振り返りますと７月前半はオホーツク海にある高気圧が張り

出し、本州の南岸（なんがん）に梅雨前線（ばいうぜんせん）が停滞した影響

で、日本列島の太平洋側を中心に冷たい空気が流れ込んで、曇りや雨の日が続

きました。東日本や西日本を中心に平年より気温が低い、いわゆる「梅雨寒（つ

ゆざむ）」となり、東京の都心では、７月５日から１０日連続で最高気温が 25

度を下回りました。 

 しかし、梅雨明け後は一転、全国各地で最高気温が３５度以上の猛暑日が発

生し、新潟市では７月２９日から８月１７日まで２０日連続で最低気温が２５

度以上の熱帯夜が続き、寝苦しい日々が続きました。 

江戸時代の俳人松尾芭蕉は代表作である「おくのほそ道」の旅の終着・大垣

（岐阜県）にて、「蛤のふたみに別れ行く秋ぞ」蛤のふたと身とが別れるよう

に、私は見送る人々と別れて、二見が浦（ふたみがうら）に出かけようとして

いる。晩秋の時節柄、離別の寂しさがひとしお身にしみる名句を残しています。 

秋の天気の特徴は太平洋高気圧が後退し、大陸から移動性高気圧が張り出し

てきて、この二つの高気圧の間に秋雨前線が発生・停滞することにより雨が降

り続くことが多くなります。 

８ 防災情報コラム 「秋の天気」 
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秋雨の中休みを秋晴れと言うこともありますが、10 月後半になると移動性

高気圧が卓越して本格的な秋晴れの日が続くようになります。長雨の後などで

地面が湿りほこりが立ちにくくなり、移動性高気圧の圏内に入り下降気流に乾

燥化が強まり空気が冴えわたるようになります。 

空気は一年でもっともすがすがしくなり、暑からず寒からずの陽気となり、

実りの秋で新米や新鮮な果物など、食べ物がおいしい食欲の秋となりますが、

くれぐれも肥満につながる食べすぎには注意が必要です。 

   気象予報士登録番号８０５１号 斎藤義樹 
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【編集後記】 

 読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、実りの秋。楽しみの多い季節がやって

きました。皆様はどの秋を堪能されていますか。毎年、食欲の秋を堪能してい

る私ですが、今年は「読書の秋」と言えるようにできれば、と思っています。

最近映画を見る機会が何回かありました。漫画の実写版や、原作があるもので

映画化されたものです。実際に原作を読んでみると、映画とは違った目線で考

えることができ、またちがった面白さがあります。この秋は、ぜひ本の世界を

楽しみたいと思っています。 

 ４月から情報センターでお世話になって、もう半年がたちました。まだまだ

慣れないことばかりで、利用者の皆様には大変ご不便をおかけしていることと

思います。大変申し訳ありません。早く皆様のお役に立てるように頑張ってい

きたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

（槇口） 
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次号 1４１号は、201９年１２月６日発行

予定です 

メールにいがた（新潟県視覚障害者情報センターだより） 
（第１４０号 201９年１０月） 

発行：社会福祉法人 新潟県視覚障害者福祉協会 

新潟県視覚障害者情報センター 
 

〒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 

メール tosyo@ngt-shikaku.jp 

ホームページ http://ngt-shikaku.jp/ 

郵便振替：00510-5-93600 
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日常生活支援機器情報コーナー（no.44） 

「ソニーのテレビの音声ガイド」 

テレビの音声ガイドといえば、三菱、パナソニックのテレビが視覚障害者

の間ではよく知られているのではないでしょうか？ 

今回はソニーのテレビについて紹介します。ソニーのテレビは「Android」

で動作しています。つまり、スマートホンと同じ OS がテレビの中に組み込

まれている訳です。音声ガイドはソニー独自の音声ガイドと、Android に

登載されている「TalkBack」の 2 種類を利用する事が可能です。通常は、

ソニー独自の音声ガイドを利用します。 

この音声ガイドを利用すると、番組表やテレビの設定など、音声を聞きな

がら操作可能です。音声のレスポンスはとても早く快適に使用出来ます。 

もう 1 つは、「声で操作可能」になっています。テレビに向かって（音量

ダウン）といえば、音量が下がります。 

「日テレ」といえば、自動でチャンネルを「日テレ」に変更してくれます。 

更に、「YouTube で美空ひばりをかけて」といえば、テレビが検索を行い、

ヒットした動画を表示します。リモコンの矢印ボタンを操作して、聞きたい

動画で決定すれば、再生することが可能です。 

つまり、テレビには「Google Home」の機能まで搭載されているわけで

す。「OK Google 明日の天気は」とテレビに向かって話しかければ、テレ

ビが明日の天気を教えてくれます。 

もう 1 つの音声ガイドである「TalkBack」を利用すると、更に別な部分

も読上げます。しかし、現在のバージョン（2019 年 8 月現在）では、こ

の「TalkBack」で読ませると、番組表を読まないといった風に、それぞれ

の相性の良い点と悪い点があるようです。 

テレビの大きさは 40 インチ以上と、音だけで楽しみたい人にはちょっと

大きすぎるサイズかもしれません。また、テレビの機種によっては、テレビ

にマイクがなく、リモコンに話しかける必要があるものもありますので、購

入の際には注意が必要です。 

株式会社ラビット代表取締役 荒川 明宏 

 

【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 

〒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 


