141 号 2019 年 12 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 12 月～2 月の休館日
●開館・電話受付時間
●12 月～2 月の休館日

3 ページ

2 視覚障害者情報センターから 3 ページ
●年末の図書貸出しのお申込みはお早めに！
●CD の取扱い方法について
●長岡視覚障害者福祉協会創立 70 周年記念誌のデイジー版を貸出します
●最新版の「デイジー（ＣＤ）雑誌貸出目録」を販売します
●2020 年のカレンダーを差し上げます
●サピエ図書館 人気図書ランキング
3 お役立ち情報 6 ページ
●新潟県視覚障害者福祉協会からのお知らせ
●新潟県立図書館 障害者サービスのご紹介
4 功労表彰などの受賞者のご紹介 9 ページ
●全国社会福祉大会・ボランティア功労 厚生労働大臣表彰
●新潟県善行功労 新潟県知事表彰
●新潟県民福祉大会・社会福祉事業功労者 新潟県知事表彰
●新潟市社会福祉協議会表彰
●新潟市江南区社会福祉協議会表彰
●公益財団法人鉄道弘済会 朗読録音奉仕奨励賞
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5 視覚障害者関連団体からの情報
●日視連＆ネット情報

9 ページ

●全視情協等の情報
6 10 月・11 月登録の新刊製作ボランティアの皆さん
間協力校正者の皆さん 13 ページ

2019 年の年

7 県内主要文化施設が企画・主催する行事 15 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）
（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 「冬の天気」

23 ページ

巻末 「日常生活支援機器情報コーナー no.45」
「サイトワールド 2019 で思うこと」
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・電話受付時間と 12 月～2 月の休館日

●開館・電話受付時間
午前 9 時～午後 5 時
●12 月～2 月の休館日
12 月（発行日以後）
12 月 9 日（月）
、16 日（月）、23 日（月）
29 日（日）～31 日（火）
1 月 1 日（水）～ 3 日（金）、6 日（月）
、13 日（月）、14 日（火）
20 日（月）
、27 日（月）
2 月 3 日（月）
、10 日（月）
、12 日（水）、17 日（月）
24 日（月）、25 日（火）
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視覚障害者情報センターから

●年末の図書貸出しのお申込みはお早めに！
年末の図書貸出のお申込みについては、12 月 18 日（水）午後 5 時まで
のご連絡をお願いいたします。12 月中旬は貸出し希望が集中する時期です
ので、お早目にお申込みいただきますようご協力をお願いいたします。
●CD の取扱い方法について
当センターで貸出しているデイジー図書・雑誌・ＣＤは多くの利用者の方に
郵送でお送りしています。中でも人気のあるデイジー図書、月刊誌・週刊誌な
どのデイジー雑誌はＣＤ－ＲＷのディスクに前のデータを消去し、また新たな
音声データをコピーして貸出しています。ＣＤの取扱いには、次の点にお気を
つけてご利用ください。
1 ＣＤの取出し方
ＣＤのデータが書かれた面はキズや汚れが付いていると再生できない場合が
あります。ＣＤをプラスチックケースから取出す際は、データの書かれている
面には触れないよう、ディスク外縁部分と中心の穴部分を持って取出すように
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してください。
2 ＣＤの表面が汚れている場合
ＣＤを入れても音が出ない、エラーメッセージが流れた場合など、ＣＤのデ
ータが書かれている面に汚れが付着している可能性があります。その場合は、
メガネ拭きのような柔らかいきれいな布で軽く拭いてみてください。
3 ＣＤが聴けない場合
ＣＤのデータが書かれた面を拭いてみても音が出ない場合は、当センターか
ら新たにＣＤを再送しますので、お手数でも再生できなかったＣＤの図書名・
雑誌名等をセンターへご連絡ください。返却の際は、再生できなかった目印と
してＣＤのプラスチックケースに輪ゴムをかけて、返却してください。
●長岡視覚障害者福祉協会創立 70 周年記念誌のデイジー版を貸出します
創立 70 周年を迎えられた長岡視覚障害者福祉協会から、創立 70 周年記念
誌のデイジー版の寄贈がありました。
貸出を希望される方は、当センターまでお申込みください。
『いっしょに歩けば青空が見える』
デイジー 3 時間 47 分
●最新版の「デイジー（ＣＤ）雑誌貸出目録」を販売します
デイジー（ＣＤ）雑誌貸出目録（令和元年 12 月版）を発行しました。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。
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
●2020 年のカレンダーを差し上げます
日本テレビ小鳩文化事業団から来年のカレンダーの寄贈がありました。希
望される方に先着順で差し上げます。ご希望の方はお申込み下さい。
来年のカレンダーの写真は日本の世界遺産の風景写真です。点字と墨字を
併記してあります。
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●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、10 月～11 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「希望の糸」東野圭吾著 7 巻 日点図
2 位「そして、バトンは渡された」瀬尾まいこ著 6 巻 神奈川ラ
3 位「沈黙のパレード」東野圭吾著 8 巻 日点図
4 位「一切なりゆき 樹木希林のことば」樹木希林著 2 巻 千葉点図
5 位「九十歳。何がめでたい」佐藤愛子著 2 巻 福井視情セ
録音図書
1 位「むらさきのスカートの女」今村夏子（いまむらなつこ）著 西宮視障
2 位「ノーサイド・ゲーム」池井戸潤著 名古屋ラ盲
3 位「春淡し 吉原裏同心抄 6」佐伯泰英著 熊本点図
4 位「帰還」堂場瞬一著 西宮視障
5 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 千葉点図［ほか］
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「セックスのほんとう」一徹（いってつ）著 熊本点図
2 位「医師が教える！マグネシウムのすごい力 これぞ肌荒れ、糖尿病、
アトピー性皮膚炎の天然サプリ」主婦の友社編 鹿児島視情セ
3 位「官能文学館 潤肌（うるみはだ）図絵版」
青木信光（あおきのぶみつ）
編
島根西視情セ
4 位「奇跡のホルモン・スイッチ 潜在能力を引き出す」
加藤雅俊（かとうまさとし）著 香川福セ
5 位「あなたの不幸は蜜の味」辻村深月（つじむらみずき）［ほか］著
デイジー枚方
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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 142 号（2 月発行）に掲載した
い情報は、1 月 4 日（土）までに当センターへご連絡ください。

●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。12 月～2 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 12 月 19 日（木）
1 月 16 日（木）
2 月 6 日（木）
、20 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）
「アイフェスタにいがた 2019」を開催しました
毎年秋に開催している「アイフェスタにいがた 2019」(新潟県視覚障
害者福祉大会)を今年は 10 月 6 日（日）上越市福祉交流プラザを会場に
開催しました。
午前中には県、上越市ほかの来賓をお招きしての開会式に続いて、当
協会顧問松永秀夫氏による講演「平成を振り返り令和へ向けて 県内の
視覚障害者の未来へつなぐ」を行いました。
午後からは巡回ミーティングとして木村理事長ほか協会理事と参加者
及び地元ボランティアさんとの意見交換を行いました。最後は音声解説・
字幕付き DVD 映画体験上映会で東野圭吾の「笑」（わらい）3 本立てを
鑑賞していただきました。
また、終日イベントとして、福祉機器展及び体験、視覚障害者情報セ
ンターコーナーや地元ボランティア紹介コーナーのほか、地域活動支援
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センター「日だまり」授産品販売も行いました。さらには、廊下を利用
しての歩行体験会も実施いたしました。
新潟市内からの参加者も含む関係者約 70 人参加のもとで、好評のう
ちに終了し有意義な大会だったとの声もいただきました。
（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外見
で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おります。
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、情報センター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
吊り下げバンド付き 赤色

よこ 5.3 センチ

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）

●新潟県立図書館 障害者サービスのご紹介
新潟県立図書館では障害者サービスの拡充を進めています。ご来館が難し
い場合は、電話や郵送で対応できるサービスもあります。ぜひご活用くださ
い。
1 対面朗読
県立図書館で所蔵する資料のうち、読みたい本や雑誌を専門のボラン
ティアが代読するサービスです。
（1）利用できる時間
開館日のうち、
・木曜日（祝日は除く）午後 1 時から 3 時
・土曜日・日曜日の午前 10 時から午後 4 時のうち最大 2 時間程度
いずれの曜日も 7 日前までに予約が必要です。
別の曜日・別の時間を希望される場合は要相談。
（2）予約申し込み
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来館・電話・ホームページ申し込みフォーム・ファックス・郵送のい
ずれかで受け付けています。利用希望日（対面朗読を受けたい日）・利
用希望資料（読みたい資料）のタイトル（雑誌や新聞の場合は巻号など
も）
・利用カードの番号（利用者番号）を添えて申し込んでください。
2 サピエ図書館サービス
サピエ図書館からダウンロードしたデイジー図書などのデータを、ＣＤ
－ＲＯＭに入れて貸し出すサービスです。
サービスの申込は電話・ＦＡＸ・郵便・県立図書館ホームページで可能
です。一人 10 作品まで、2 週間貸出できます。送料は無料です。
3 大活字本や読書補助用具など
大きな文字で印刷された「大活字本」、プレクストーク（ＰＴＲ3）、音
声読書機「よみともくんライト」、拡大読書器などを利用できます。
対面朗読、サピエ図書館サービスなどの利用には県立図書館の利用登録
が必要です。
詳しくは新潟県立図書館までお気軽にお問い合わせください。
電話 025－284－6001
FAX 025－284－6832
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功労表彰などの受賞者のご紹介

●全国社会福祉大会・ボランティア功労
厚生労働大臣表彰
竹内陽子さん（三条市）
●新潟県善行功労
新潟県知事表彰
水声会（新潟市江南区）
●新潟県民福祉大会・社会福祉事業功労者
新潟県知事表彰
中村一江さん（新潟市秋葉区）
●新潟市社会福祉協議会表彰
社会福祉事業協力者 荒木和子さん（新潟市江南区）
〃
小林恭子さん（新潟市江南区）
●新潟市江南区社会福祉協議会表彰
社会福祉事業協力者 相田裕子さん（新潟市秋葉区）
〃
鈴木俊一さん（新潟市西区）
●公益財団法人鉄道弘済会
朗読録音奉仕奨励賞 稲冨かづ子さん（上越市）
〃
斎藤敬子さん（新潟市東区）
〃
鈴木陽子さん（新潟市西区）
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視覚障害者関連団体からの情報

日視連（社会福祉法人日本視覚障害者団体連合）、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。
●日視連＆ネット情報
（1）スマホに信号機情報 視覚障害者向け 歩行を支援

静岡

（2019.10.29 静岡新聞 朝刊）
静岡県警は今冬をめどに、スマートフォン（スマホ）を通じ、音声や振
動、画面で視覚障害者らに歩行者用信号機の情報を伝える歩行者支援装置
を静岡市葵区と三島市に整備する。宮城、千葉県と同時期に全国で初めて
実施する。
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同装置は交差点に近づくと、自動的に専用アプリが作動し、信号機に設
置した無線通信「ブルートゥース」を通じて、スマホに「○○方向の信号
が赤です」「△△方向の信号が青になりました」などと歩行者用信号機の
情報が音声や振動、画面で通知される仕組み。障害者用の青信号延長機能
がある信号機については、スマホの操作によって延長申請を行うこともで
きる。
設置するのは官公庁や病院があり、人通りの多いＪＲ静岡駅付近と、東
京五輪・パラリンピックが開催される県東部の玄関口でもあるＪＲ三島駅
付近の交差点計 23 カ所。
県警交通規制課によると、スマホに専用アプリをインストールするだけ
で利用できるなど汎用（はんよう）性が高い上、青信号時に音楽が流れる
音響式は夜間の使用が制限されているため、時間や場所にとらわれない幅
広い効果が期待できるという。
県警は静岡市駿河区の県立静岡視覚特別支援学校で開かれた「静盲まつ
り」で、デモンストレーションを行った。視覚障害がある静岡市清水区の
50 代女性は「信号機のある横断歩道を渡る際はいつも緊張する。この装
置は精度も高いので、障害者が安心・安全に道路を利用するために役立つ
のでは」と話した。
同課の担当者は「視覚障害者だけでなく、高齢者も活用できる。有効性
が確認できれば、設置場所の拡大についても検討したい」と話している。
（2）人のつながりこそ命綱 豪雨経験

全盲の清水さん

広島

（2019.10.28 読売新聞 朝刊）
平時から支援情報収集を
全国各地で近年、自然災害が相次いでいる。障害を持つ人々や家族にと
っては、非常時の避難行動には高いリスクがつきまとう。昨年の西日本豪
雨で広島市安佐北区の自宅が被災し、かろうじて避難した経験を持つ視覚
障害者で、
「全日本盲導犬使用者の会」元会長の清水和行さん（58）に課
題などを聞いた。
清水さんは 27 歳のときに全盲となり、県内初の盲導犬ユーザーとなっ
た。鍼灸（しんきゅう）マッサージ師として、広島市東区で治療院を営み、
同じく全盲の妻と、会社員の息子、高校生の娘の 4 人家族で暮らす。
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西日本豪雨があった昨年 7 月 6 日午後 6 時頃。治療院で仕事を終えた
清水さんに、自宅の妻から電話があった。
「近所の人から、
『水が来よるよ』
って聞いた」。清水さんは「たいしたことにはならない」と思いながら、
自宅近くのバス停に到着したときには、一戸建ての自宅前の道が膝下くら
いまで冠水していた。
帰宅して 30 分もたたないうちに、水道管からごぼごぼという音がし、
玄関のドアの隙間から水がしみ出してきた。あっという間に水は床上約
40 センチにまで達した。
「避難所に盲導犬を連れていくのは迷惑になるの
では」と考え、清水さんは妻、娘とともに、夫婦がそれぞれ相棒にしてい
るラブラドルレトリバーの盲導犬 2 匹を連れて 2 階に上がった。会社に
いた息子は無事だった。
翌 7 日、近所のママ友が心配して携帯電話に連絡をくれた。市消防局に
「視覚障害者の夫婦がいる」と伝えてくれたといい、その後、消防局から
も安否確認の電話が入った。盲導犬協会に連絡すると、その日のうちに訓
練士 2 人が犬の救助に訪れ、保護してくれた。
8 日、清水さん一家は自宅を出て避難することを決意。停電で携帯電話
が充電できず、緊急時に助けを求められない恐れがあったためだ。近所の
人や友人 8 人が集まってくれ、ぬかるみが残る道で手を引いてくれたり、
荷物を持ってくれたりして、
近くの県道までたどり着いた。その後は数日、
清水さんの治療院で過ごし、市が委託する障害者基幹相談支援センターが
用意した住まいに身を寄せた。
清水さんは当時を振り返り、
「つながりのありがたさを実感した」と話
す。地域では、最初に妻に声をかけてくれた近所の人や、避難を助けてく
れた人たちがいた。盲導犬協会など障害者間のネットワークにも助けられ
た。
普段から地域や障害者団体と関わり、
つながりを作ってきたからこそ、
いざという時に多くの人が気にかけてくれた。
清水さんは「しんどい時に『助けて』といえるチャンネルを持っておく
ことが大切。自分の声を受け止めてくれるつながりがないと、どんな助け
も受けられない」と語る。
障害者に対しては、「被災した場合にはどんな支援が受けられるか知っ
ておくことが大事で、平時からいろいろと学んでほしい」と望む一方、健
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常者にも「たとえ小さな力でもかき集めれば大きな力になります。とにか
く声をかけてもらえるとうれしいし、助かります」と話していた。
●全視情協等の情報
全視情協大会報告「読書バリアフリー法の施行とこれからの課題」から
今年は視覚障害者等の読書環境において、歴史的な年となりました。マラ
ケシュ条約の批准、および「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する
法律」
（読書バリアフリー法）の施行により、視覚障害者等の情報保障は大
きな転換期を迎えました。視覚障害者だけでなく、学習障害・識字障害・上
肢障害等、視覚による表現の認識が困難な人たちにも「視覚障害者等が利用
しやすい書籍と電子書籍等」
の提供と普及、
それらの量的拡充及び質の向上、
そして障害の種類及び程度に応じた配慮が行われるべきことが定められ、
具
体的な施策の策定が始まろうとしています。
今回、栃木県で開催された全視情協大会では、サピエを柱とする情報提供
サービスの将来像を展望する事をもとに、多くの課題について検討・協議を
行いました。今後の具体的な主だった施策として、公立図書館および点字図
書館の利用に係る体制整備と人材育成、特定書籍・特定電子書籍等の製作支
援、出版社による電子書籍等の販売の促進、外国からの電子書籍等の入手の
ための環境整備、端末機器等と情報の入手支援・習得支援等があげられます。
今後はサピエと視覚障害者情報提供施設の利用拡大、多様化してきている
ニーズに対応したサービスの充実が課題となり、取組んでいく必要がありま
す。
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10 月・11 月登録の新刊製作ボランティアの皆さん
2019 年の年間協力校正者の皆さん
（五十音順敬称略）

（1）10 月・11 月の新刊製作ボランティア
点訳（13 名）
和泉美智／今井慶子／岩崎瑠美子／荻野妙子／風間百合子／加藤禎／
金田直子／呉井康子／近藤宏子／佐藤美智子／柴田弘子／周佐慶子／
高橋朗子
音声訳（11 名）
今井智子／遠藤直子／鯉江初子／佐藤悦子／杉山よし子／高橋綾子／
塚田和子／外山正代／波田野順子／早川京子／山森玲子
デイジー編集（4 名）
狩谷ケン子／柴田弘子／林章子／横山トシ子
テキストデイジー製作（10 名）
五十嵐利江／石崎雅裕／荻野妙子／杵淵徹／鈴木俊一／須田幸子／
高野修子／田沢鈴江／寺澤茂子／山田久美子
（2）2019 年図書校正・モニターボランティア（※年に 1 度の掲載）
点字図書校正者（123 名）
相田詩子／明田川美子／安達文子／荒木和子／五十嵐陽子／井下田恵美子／
池田慎子／石田絢子／石田幸夫／和泉美智／市川トシ子／市川ユキエ／
伊藤いつよ／巌和郎／岩崎瑠美子／上村悦子／薄田玉惠／宇津野桂子／
大竹とも子／荻野妙子／押木洋子／押見玲子／小根山啓子／小野塚則子／
加古川成子／春日カズエ／加藤禎／加藤良子／金子孝子／金田直子／
金平美鈴／鎌田勝七／加村靖子／川上幸子／川崎眞理子／木伏由里美／
木村明子／木村ひろみ／熊木留美子／倉又茂子／栗林禧躬子／呉井康子／
剱持文子／小池照子／小池博美／小島さち子／後藤順子／小林達子／
小林みつ子／小林靖夫／小林保子／小林涼子／古俣恵子／小森和子／
小柳冷子／坂爪文子／坂牧信子／佐藤久美子／佐藤スミ／佐藤智恵子／
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佐藤智子／佐藤房子／佐藤まさ子／佐藤美智子／佐藤裕子／佐野民子／
佐野朝子／志村佳子／霜越静子／下妻逸子／周佐慶子／白井順子／
杉原眞之／鈴木桂子／関富美子／瀬高峰子／外丸直子／高井和代／
高鴨良子／高桑和子／高田忍／高橋朗子／高橋洋子／瀧澤和子／
田村真佐子／千葉ヒロ子／土田眞理／富樫栄子／得永千恵子／冨井タミ／
友坂キミ子／外山玲子／長井文子／中野裕子／永松劜子／中村和巳／
中村京子／難波美津子／根岸孝子／橋本美智／馬場俊子／林依子／
原田七重／平川文枝／廣田恭子／笛田加代子／藤森正一／北条悦子／
堀水克也／本間和子／松沢直子／三間榮治／皆川陽子／宮川絢子／
宮崎節子／村山治子／罇和也／矢澤敏之／山﨑静／山田尚子／
山田美恵子／山吹京子／山本喜美子
点字図書モニターチェック・触読者（6 名）
井上克己／牛腸さち子／田中貞夫／広川良之／本間のり子／柳美也子
点字図書チェック・墨字対面校正など（9 名）
荒木和子／加村靖子／呉井康子／小林恭子／佐藤久美子／鈴木桂子／
瀧澤和子／得永千恵子／山形百合子
録音図書校正者（23 名）
遠藤直子／大関江美子／嘉藤百合／金子正／窪田佐代子／鯉江初子／
小林喜代子／小松栄子／近藤信江／斉藤正子／新保裕美子／高橋百合子／
竹内陽子／戸島美江／冨所純子／豊田三世／中村一江／林章子／
布施みさ子／前田久美子／山森玲子／横山喜代子／吉倉千恵
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県内主要文化施設が企画・主催する行事

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
日時及び上映映画
12 月 19 日（木）午後 1 時 30 分～3 時 25 分
「トムとトーマス」
【2002 年/イギリス・オランダ/DVD/110 分/吹替】
別々に育った双子の兄弟がクリスマスのロンドンを舞台に繰り広げる冒
険ファンタジーの傑作！
催事名 2 映画・ビデオ鑑賞会
12 月 22 日（日）午後 1 時 30 分～3 時 35 分
「若草物語」 【1949 年/DVD/122 分/吹替】
アメリカの女流作家ルイザ・メイ・オルコットの自伝的小説「リトル・
ウーメン」の 4 度目の映画化作品。1949 年度アカデミー賞美術監督・装
置賞を受賞。
1 月 26 日（日）午後 1 時 30 分～4 時 15 分
「ミッドナイト・バス」 【2017 年/DVD/156 分】
直木賞候補の傑作ヒューマンドラマ、伊吹有喜（いぶきゆき）の同名小
説（文春文庫刊）を完全映画化！「この夜を超えたら、きっと希望が待っ
ている。」
開場時間は、午後 1 時です。
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
12 月～2 月中旬開催の企画展、教養講座はありません。
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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 新春掛軸展
県立図書館で所蔵する越佐名士による作品の中から、新年を寿ぐにふさ
わしい掛軸を展示します。
期間 1 月 5 日（日）～1 月 19 日（日）
会場 県立図書館 エントランスギャラリー
（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
12 月 22 日（日）午前 10 時～11 時
クリスマス映画会 1
「スノーマン」1982 年イギリス
「スノーマンとスノードッグ」2013 年イギリス
開場時間 午前 9 時 30 分から
12 月 22 日（日）午後 2 時～3 時 45 分
クリスマス映画会 2
「スイング・ホテル」1942 年アメリカ
開場時間 午後 1 時 30 分から
1 月 15 日（水）午後 2 時～3 時 35 分
「富士ファミリー2017」2017 年日本
開場時間 午後 1 時 30 分から
1 月 25 日（土）午後 2 時～3 時 45 分
「冬構え」1974 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。
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）
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お問合せ 電話 0258-47-8001
催事名 1「ウインターイルミネーション」
冬の公園がイルミネーションで輝きます。
開催日は、音楽などのステージショーやクラフト教室などのイベントも
開催。
12 月 24 日にはクリスマススターマインも打ち上げます。
（19 時から 3
分程度）
12～3 月は入園料・駐車料が無料です。
日時 12 月 22 日（日）までの土日 及び
12 月 23 日（月）～25 日（水）
点灯時間 午後 4 時 30 分～9 時
（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「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。12 月 21 日・22 日
は「クリスマス夜間開園」を実施します。
期間 12 月 26 日（木）まで
会場 観賞温室第 2 室
催事名 2 企画展示「にいがたの花 アザレア展」
当園が保有するアザレアは 250 品種以上で日本一のコレクションを誇り
ます。今回の展示では、当園だけが保存する古品種から最新品種まで、100
品種以上、約 1,000 鉢を展示し、アザレアの豪華さと魅力を存分にお伝え
します。
期間 1 月 29 日（水）～3 月 1 日（日）
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 火焔街道博学連携プロジェクト主催 子ども縄文研究展 2019～
縄文のメッセージ、私のメッセージ～
「縄文」をテーマに「総合的な学習の時間」に取り組む学校を支援し、
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子どもたちの学習内容の深化がはかれるように、市町村域を越えての交流
を推進しています。その子どもたちの研究成果を展覧します。
会期中の土日には、企画展示室にて同時に鉄道模型走行実演会を行いま
す。あわせてお楽しみください。
期間 1 月 5 日（日）まで
会場 企画展示室
催事名 2 冬季企画展 「越後・佐渡の温泉文化」
新潟県では全市町村の 30 市町村から温泉が湧出しており、源泉数は全国
第 13 位、宿泊施設のある温泉地数は 151 件で全国第 3 位を誇ります。ま
た、歴史的にみても、松之山温泉が草津、有馬とともに古くから「日本三大
薬湯」
として親しまれるなど、全国的にも有数の温泉地と認識されています。
近代においても、たびたび起こる温泉ブームでは県内のみならず全国から著
名人、文化人をはじめ多くの人達が訪れ、活況を呈してきました。
本展覧会では、このような新潟県の温泉に関する歴史や文化を概観し、現
在につながる温泉大県「新潟県」を再認識してみたいと考えます。
期間 1 月 18 日（土）～3 月 8 日（日）
会場 企画展示室
（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 企画展「地図と古写真で見る新潟の文明開化」展
開港後の新潟町がどのように移り変わってきたのか、その様子を地図と
古写真によって視覚的に紹介します。
期間 12 月 21 日（土）～2 月 2 日（日）
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 山本真希オルガンリサイタルシリーズ～グレンツィング・オルガン
の魅力 No.26
バッハのオルガン作品の最高傑作ともいわれる「ドイツ・オルガン・
ミサ」を合唱とともに。
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日時 12 月 14 日（土）午後 5 時～
出演 山本真希（オルガン）、ヴォーカル・アンサンブル・カペラ（合唱）
会場 コンサートホール
曲目 J.S.バッハ クラヴィーア練習曲集第 3 部（ドイツ・オルガン・ミ
サ）
鑑賞料 全席自由 3,500 円
催事名 2 細川千尋クリスマスライヴ CLASSIC×JAZZ
世界が注目するジャズピアニストがりゅーとぴあ初登場！！
日時 12 月 20 日（金）午後 7 時～
出演 細川千尋（ピアノ）、澤田将弘（ベース）、石川智（ドラムス・パー
カッション）
会場 コンサートホール
曲目 モーツァルト＝細川千尋 アヴェ・ヴェルム・コルプス
ヴァーリン ホワイトクリスマス
クーツ サンタが街にやってくる ほか
鑑賞料 全席指定 2,000 円
催事名 3 にいがたジュニア・コーラス・フェスティバル
新潟市と近郊で活動する児童合唱団が一同に会して贈る、清らかな歌声。
日時 2 月 2 日（日）午後 2 時～
出演 せいろう少年少女合唱団、阿賀野市ジュニア合唱団、北区少年少女
合唱団、新潟少年合唱団、新潟市ジュニア合唱団
会場 コンサートホール
鑑賞料 全席指定 500 円
（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 リリック・ジュニアフェスティバル 2019
地元で音楽を学ぶ子どもたちが集まり、日頃の練習の成果を発表します。
ソロのほか、長岡少年少女合唱団やリリック・ジュニア・アンサンブル、
リリック・ジュニア・ミュージカルも出演する多彩なプログラムです。
日時 12 月 15 日（日）午後 2 時～
会場 長岡リリックホール・コンサートホール
入場無料
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（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 健康自立フォーラム 2019
超高齢化社会の中で、「健康都市づくり」の一つとして寿命の延伸が求
められている。
まちや人の元気のバロメーターとなる「健康づくり」をテーマにした講演
会等を開催。
日時 1 月 26 日（日）午後 1 時 30 分～3 時 30 分
開場時間 午後 1 時から
講師 （メイン講演）江口歩（えぐちあゆむ）
（NAMARA 代表、にいがた
健幸大使） テーマ 「笑いは生きる力」
（仮題）
事例紹介 新潟薬科大学講師 富永佳子（とみながよしこ）教授
会場 新潟市秋葉区文化会館 ホール
申込み方法 窓口または電話窓口（0250-25-3301）
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 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
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）～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 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・
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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 1 月 19 日（日）まで
会場 企画展示室
催事名 2 コレクション展Ⅲ「かわいい！かわいい？」
愛らしい子どもや動物たちは、誰にとってもかわいいでしょう。
それでは、
やわらかい素材感や明るい色合いの作品はどうでしょう。小さなサイズや丸
みのあるかたちも、なんだかかわいい気がします。さらに、ちょっと不気味
な生き物も「キモカワ」と称され「かわいい」の範疇におさまっています。
私たちが「かわいい！」と思うものはどんなものなのでしょうか？あらゆる
ものを包み込むこの言葉から、多様な魅力を探ってみます。
期間 4 月 19 日（日）まで
会場 常設展示室
催事名 3 企画展「蔵出しコレクション 草間彌生＋アメリカに渡ったアーテ
ィストたち」
日本を代表するアーティスト、草間彌生（1929～）。コラージュ作品《秋
に横たわる私》（1975 年）や、8.4ｍのソフト・スカルプチュア《流星》
（1992 年）
、版画 74 点など、新潟市美術館所蔵の草間作品全 85 点を一
挙公開し、クサマ・ワールドの多彩な魅力を紹介。併せて、草間と同じくア
メリカに渡って転機を迎えた作家たちを特集展示します。
期間 2 月 8 日（土）～4 月 12 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 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 常設コーナー
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催事名 2 「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を展示します。また、まとめて紹介することの少な
い絵本原画も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 22 日（日）まで
会場 新津美術館
催事名 3 企画展「ふるさとの記憶 第 6 弾 西蒲区の隠れた名品展」
新潟市内の個人や学校、公共施設などが所蔵し、普段は目にする機会が
少ない「隠れた名品」を調査し、光を当てる展覧会シリーズの第 6 弾、今
回は「西蒲区」です。
樋口峰夫、青柳八十二の日本画、三冨與一、佐藤吉五郎の洋画など、こ
の地域出身の作家による作品のほか、尾竹越堂（おたけ えつどう）の日本
画、高間惣七の洋画、小野忠重、高橋信一の版画など、魅力溢れる名品の
数々をご覧頂きます。
期間 1 月 18 日（土）～3 月 22 日（日）
会場 新津美術館
（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 2 期
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。
・展示室 1 平成 29・30 年度の新収蔵品
・展示室 2 夜景
・展示室 3 彫刻 ～素材の魅力～
期間 12 月 12 日（木）～3 月 22 日（日）
会場 コレクション展示室
催事名 2 企画展「1964 年 東京
新潟」
1964 年、東京オリンピックの開催に沸き、その公式ポスターをデザ
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インしたのは亀倉雄策でした。同年、新潟で初めて「現代」を銘打った
美術館が長岡市に開館しました。日本美術のひとつの転換期にあたるこ
の時代の美術の諸相を当館の所蔵品を中心に展観します。
期間 1 月 25 日（土）～3 月 22 日（日）
会場 企画展示室

8

防災情報コラム

「冬の天気」

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
12 回目は冬の天気についてです。
昨年の冬は最深積雪が新潟市では 1 月に 18 センチ、長岡市では 2 月に 34
センチ、上越市高田では 2 月に 77 センチと比較的小雪の冬となりました。
一昨年は 1 月 11 日から冬型の気圧配置・寒気流入により、日本海側では
各地で雪になり特に北陸では活発な雪雲が発生し、積雪が急増しました。新潟
市では 12 日午前 9 時には積雪が 80 センチとなり、平年の 10 倍以上とな
りました。この大雪でＪＲ信越線が立ち往生したことは記憶に新しいところで
す。
冬の代表的な気圧配置は、シベリアに高気圧、北海道東方海上やアリューシ
ャン方面に低気圧がある西高東低の冬型の気圧配置（日本列島をはさんで、西
に高気圧、東に低気圧）です。地上天気図では縦縞の等圧線が日本列島周辺を
南北に走り、北西から南東に横切るように季節風が吹きます。
これを冬将軍とも呼びますが、この語源は 1812 年にロシアに攻め込んだ
ナポレオンがあまりの寒さで負け、敗戦の言い訳として使ったのが始まりと言
われています。
シベリアの高気圧は、シベリアの地表面が冷やされてできたもので、この高
気圧から低気圧に向かって北西の季節風が吹き込みます。季節風が強く吹くと
きは、日本海側は雪、太平洋側は晴れて乾燥することが多くなります。
一昨年の 1 月 12 日新潟市での平均湿度は 97 パーセントで同日の東京で
の平均湿度は 36 パーセントでした。
冬の病気と言うとインフルエンザですが、インフルエンザは空気感染するの
で乾燥している時ほど発生しやすく、気温が低いほどウイルスは強くなります。
雪が降り始めたら、大雪や路面の凍結による交通障害に警戒し、不要不急の
外出を控えてください。やむなく外出する際は、最新の情報を確認し、時間に
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余裕をもって行動してください。また、道路が大変滑りやすくなるので、滑り
にくい長靴などを履き、体の重心を下げ、歩幅を短くして歩く等の足元の注意
が必要です。
冬場よく晴れた風の弱い夜間には気温が下がる放射冷却により路面の凍結が
発生します。一昨年の 1 月 12 日には前日からの降雪が続き午前 9 時には積
雪が 80 センチとなりましたが、夕方からは晴天となり翌 13 日朝方には放射
冷却の影響で気温がマイナス 5．4 度まで下がりました。雪がやんで晴れてき
たと言っても外出には注意が必要です。
10 月末時点で新潟地方気象台からは「12 月、1 月は冬型の気圧配置は長
続きせず、曇り、雪、雨の日は少ない」との予報が出ていますが、実際はどの
ような冬になるでしょうか？
気象予報士登録番号 8051 号 斎藤義樹
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【編集後記】
寒さが増し、朝に布団から出るのが辛い季節となりました。私は新潟の厳し
い冬を乗り越えるために、ちょっとした楽しみを作っています。それは、こた
つで温かいコーヒーとともに冷たいアイスクリームを食べて、贅沢な気分を味
わうことです。最近は自作のヨーグルトを水切りして濃厚になったものをバニ
ラアイスクリームと混ぜて食べるのが好きです。お腹が満たされて、そのまま
こたつで寝てしまわないよう気を付けたいと思います。
早いもので今年もあとわずかです。今年は、新元号「令和」の時代が始まり、
10 月には消費税率が引き上げとなったりと、暮らしが大きく変わった年にな
ったと感じています。「今年の漢字」は何になるのか、発表が楽しみです。
皆様の 2019 年はいかがでしたでしょうか？今年も皆様には大変お世話に
なりました。ありがとうございました。どうぞ良いお年をお迎え下さい。
（堤）

次号 142 号は、2020 年 2 月 7 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 141 号 2019 年 12 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.45）
「サイトワールド 2019 で思うこと」
今年もサイトワールドが 11 月 1 日から 3 日まで、錦糸町すみだ産業会
館で開催されました。来場者は昨年の 3,300 名から 4,700 名と増加し、
皆様の関心の高さを改めて感じました。
昨年の目玉は何といっても「オーカム」でした。そして、今年の目玉は
と聞かれるとすぐに答えることができません。
つまり、目新しい商品はなかったのではないかといえます。
「オーカム」は明らかに昨年特化した商品でした。しかし、今年は「オー
カム」に似たような商品が 2 種類、展示されていました。
中国の会社からは、198,000 円で眼鏡のようにかけて、本を読み上げ
るという商品が展示されていました。実際に私も試してみましたが、本は
きれいに読み上げていました。もう 1 つは、眼鏡にスマホのような機器を
取り付け、文字の認識、物体認識、信号の状況確認ができるという商品を
展示していました。
たった 1 年で似たような製品が 2 種類も展示されるようになるとは、私
も予想しませんでした。また、この眼鏡型 OCR の市場は大きいと思われ
ているのでしょう。
また、今まで読書器は日本の会社が作り販売していました。しかし、こ
れからは日本語なのに、外国で作られた商品を日本人が使って行くという
何とも寂しい状況が生まれるかも知れません。
じっくりよい物を作るのも必要かも知れませんが、これからの時代は早
く作り販売し、利用者のニーズに合う様にバージョンアップを素速くでき
る所が、重要ではないかと感じました。
いくら良い物でも、
今の時代では 1 年後に類似品が作られてしまいます。
ちゃんとバージョンアップができないと、すぐに見劣りする商品になって
しまいます。
利用者にとっては、選択肢が増えてうれしいところですが、どちらがよ
いのかしっかりと自分の生活に落とし込み、購入することが必要かも知れ
ません。どちらにしても、20 万円以上の高額商品であることには代わり
はありません。しっかりと確認して購入しましょう。
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
28

