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にいがたアイサポートセンター 
 

 
  

 
 

１ ４ ３ 号 ２ ０ ２ ０ 年 ４ 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４月～６月の休館日 ３ページ 

●開館・電話受付時間 

●４月～６月の休館日 

●ゴールデンウィーク中の休館日のお知らせ 

２ 視覚障害者情報センターから ３ページ 

●令和２年度のセンター事業計画 

●新サービス「週刊地域情報トピックス」の配信開始について 

●次号からの文芸コーナーの新設 

●センターでのサービスの紹介～こんなサービスご存知ですか? ～ 

（新設） 

●サピエ図書館 人気図書ランキング 

３ お役立ち情報 ９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）新潟県視覚障害者福祉協会の呼称「にいがたアイサポートセンタ

ー」 

（３）｢アイ・フェスタにいがた２０２０｣の開催について 

（４）令和２年度 同行援護従業者養成研修開催のお知らせ 

●令和２年度新潟県障害者交流センターの年間事業のお知らせ 

●宿泊型短期視覚障害リハビリテーションの開催のご案内 

●新潟県訪問マッサージ友の会から学習会のご案内 
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４ 視覚障害者関連団体からの情報 １５ページ 

●日視連＆ネット情報 

 

５ ２月・３月登録の新刊製作ボランティアの皆さん １９ページ 

 

６ 県内主要文化施設が企画・主催する行事 ２０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（花と緑の教室） 

（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） 

 

７ 季節のお話 「清明の候」 ２６ページ 

 

巻末 「日常生活支援機器情報コーナー no.４７」  

「iPhone で音声ガイドのない血圧計を使用してみる」 

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 

●４月～６月の休館日 

４月（発行日以後） 

４月２０日（月）、２７日（月）、３０日（木） 

５月 ４日（月）、５日（火）、６日（水）、７日（木） 

  １１日（月）、１８日（月）、２５日（月） 

６月 １日（月）、８日（月）、１５日（月）、２２日（月） 

２９日（月） 

 

●ゴールデンウィーク中の休館日のお知らせ 

今年のゴールデンウィーク中の休館日は、４月３０日（木）、５月４日（月）

から７日（木）です。連休期間前に図書等の貸出しを希望される場合は、

お早めにお申込み下さい。 

 

 

●令和２年度のセンター事業計画 

視覚障害者情報センター事業の改革 

 情報センター事業については、昨年６月の読書バリアフリー法制定に合わ

せ、時代環境の変化に対応するため、これまでの点訳、音訳を中心とした事

業展開に加えて、アクセシビリティ訓練サービスや ICT サポーターの養成

など新たな充実を図り改革を進めていきます。 

視覚障害者情報センターの運営 

 県内の視覚障害者の情報保障をめざし、キャンペーンを展開し利用を促進

します。また、利用者の減少が顕著になってきたことから利用者ニーズの把

握やロービジョン等の新たな利用者増に向けて広報の充実に努めます。さら

１ 開館・電話受付時間と４月～６月の休館日 

２ 視覚障害者情報センターから 
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に、隔月発行のメールにいがた等の発行に加え、メーリングリストによる週

刊情報の提供を開始します。 

１ 利用促進 

（１）巡回ミーティングや利用者アンケートの実施を通じて利用者ニー 

ズの把握 

（２）新規利用者拡充のためのパンフレット等の作成 

（３）情報センター事業推進懇談会、図書選定委員会の開催 

（４）音声解説付ＤＶＤ映画鑑賞会、読書関連イベント等の実施 

（５）情報機器利用コーナーの設置による録音再生機器等の試用及び指導 

（６）視覚障害者に便利な日常生活用品等の展示、試用 

（７） 移動情報センターの開設（巡回ミーティング、福祉大会に合わせる） 

（８）地域での市町村、社会福祉協議会、点訳・音声訳ボランティア、視 

覚障害者との情報・意見交換会の開催 

（９）視覚障害者等団体行事への参加による情報・意見交換の実施 

２ 情報提供サービスの充実 

（１）メーリングリストによるタイムリーな情報発信や、ホームページの

内容充実 

（２）「メールにいがた」「福祉だより」の発行 

（３）点字図書、デイジー図書、テキストデイジー図書及び各種雑誌等の製   

  作 

（４）「サピエ」を活用した点字、録音及びテキストデイジー図書、雑誌の

貸出し及び情報提供 

（５）ＩＣＴ機器の利用相談、操作方法支援 

（６）レファレンスサービスの実施 

（７）プライベートサービス（対面朗読サービス、図書・取扱説明書・ 

図書目録等の点訳・音声訳サービス、代筆サービス等）の実施 

（８）プレクストーク等の貸出し 
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●新サービス「週刊地域情報トピックス」の配信開始について 

 ４月より情報センターからの新しい情報提供の試みとして、メーリング

リストを使用した「週刊地域情報トピックス」の配信を開始します。 

 隔月発行の「メールにいがた」ではお伝えしきれていなかった、地域に

関するタイムリーな情報を週１回のメールでお伝えしようという試みです。  

主には地元紙・新潟日報から県内の防災情報、新製品情報、その他地域

情報等をピックアップして週１度の配信をおこなう予定です。初回の配信

は４月２４日（金曜日）を予定しています。 

なお、こちらは「メールにいがた」の掲載には間に合わないタイムリー

な情報をお伝えする、ということを目的にしているため、メーリングリス

トに登録いただいている方が対象となります。これを機にメーリングリス

トに登録したい、という方は当センターまでご連絡ください。 

 また皆様にニーズのある情報をお伝えしていければと思いますので、配

信内容をご覧いただいた上で「こんな情報が知りたい」、「この情報は良か

った」等の感想・ご意見をぜひお寄せいただければと思います。 

 その他こちらのサービスについてご不明な点は当センターまでお問合せ

ください。ぜひたくさんの方にご活用いただけるような、充実したものを

目指していきますので、よろしくお願いいたします。 

 

●次号からの文芸コーナーの新設 

次号１４４号のメールにいがたより文芸コーナーを新設し、利用者の皆様

の作品を掲載予定です。そこで、俳句、短歌、川柳を下記の要領のとおり募

集しますので、多数の投稿をお待ちしております。なお、投稿は点字、電話

でも可能です。 

文芸作品募集要領 

１ 募集 俳句、短歌、川柳の３部門 

２ 募集作品 毎回お一人各３句、３首以内、自作、未発表の作品。 

       誤字、誤読等を防ぐため漢字や語句にはふりがなをつけてく

ださい。 

３ 応募締切・掲載 偶数月月末（今回は４月３０日）までに当センター必

着。翌偶数月号（今回は６月号）のメールにいがた文芸

コーナーに掲載 

４ その他 審査・表彰等は行いません。 
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●センターでのサービスの紹介～こんなサービスご存知ですか？～（新設） 

 当センターのサービスについて、知らない方にはもちろん、また既に知

っている方にもより深くサービス内容を知っていただき、当センターを活

用していただくための連載です。記念すべき第１回は「プライベートサー

ビス」についてご紹介します！また４月より新しいプライベートサービス

も開始いたしますので、ぜひチェックしてください。 

 

１ プライベートサービスについて 

当センターや他施設で図書になっていない資料で、個人所有の墨字（活字）

文書を個人利用のために、点訳・音声訳・テキストデータ化するサービスで

す。ご希望の方は、次の点をご確認いただき、当センターまでお申込みくだ

さい。 

（１）点訳・音声訳・テキストデータ化する資料は、利用者が個人で所有する

ものが対象です。資料は利用者ご自身でご用意ください。 

（２）１回につき、図書は１タイトル、図書以外の個人資料は２タイトルを上

限として受付けます。 

（３）個人情報を含む名簿類・預金通帳等、及び営利目的の資料はサービスの

対象外です。 

（４）利用者はプライベートサービスで製作された資料を営利目的で使用した

り、第三者に配布することはできません。 

（５）製作する費用は無料ですが、製作でかかった送料、点字用紙やＣＤなど

の材料費は実費でいただきます。 

また、４月からは以下の新しいプライベートサービスも開始予定です。 

 

２ ＳＤカード・ＵＳＢメモリへの図書コピーサービス開始について 

新たなプライベートサービスとして、皆様がお持ちのＳＤカード、も

しくはＵＳＢメモリに１０タイトルまでの図書データをコピーするサー

ビスを開始します。これまでデイジーＣＤでの貸出しでは、人気のある

図書や他館取り寄せの図書をお届けするまで時間がかかり、さらに返却

期限も決まっていましたが、こちらのサービスではデータのダウンロー

ドが完了すればそのまま提供できるため、予約待ちの時間がなくなり、

また１枚ずつケースに入れて返却する手間がなくなります。 

ＳＤカードとＵＳＢメモリを使用できる機器（ＰＴＲ３やＰＴＮ２、

リンクポケットなど）をお持ちの方で、ＳＤカードあるいはＵＳＢメモ
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リをご準備いただければ利用することができます。 

以下に参考まで、サービスの流れをご紹介します。 

コピーサービスの流れ 

（１）２GB 以上のＳＤカードもしくはＵＳＢメモリを用意する。 

（２）センターに電話し、送付を希望するタイトルを最大１０タイトルま

で伝える。 

（３）封筒に氏名と住所を記入し、カバーやクッションなどで保護をした

ＳＤカードもしくはＵＳＢメモリを入れ、８４円切手を貼って当センタ

ーに送付する。 

（４）後日郵送でＳＤカードもしくはＵＳＢメモリが届く。 

なお、１度きりのご利用の場合は発送時に紙の封筒を使用しますが、継

続的に本サービスをご利用いただく方には専用ケース（デイジーCD 貸出

しと同じ形のもの）をご用意して発送いたします。サービスを利用したい

方、また内容を詳しく知りたい方は当センターまでご連絡下さい。 

たくさんの方のご利用をお待ちしております。 

 

３（お知らせ）プライベートサービスの代金請求時期の変更について 

 プライベートサービスについて、これまで利用していただいていた方に

対しては、毎月月末日にその月の請求金額を確定し、翌月に前月分を請求

する、という形をとっておりました。しかし、昨今の振込手数料の増額を

受け、４月以降は半年に１回、６か月分をまとめて請求する形へ変更させ

ていただきます。 

 利用者の皆様に対してはこれまで毎月発送していた請求が、４月から９

月に発生した分を１０月に請求、１０月から翌年３月に発生した分を４月

に請求、という年２回の請求に変わります。また当センターで直接支払い

たい、という方については従来通り、来館のタイミングでの支払いが可能

です。どのような形をとるかはプライベートサービスの申込みがあった際

に職員から確認いたしますのでご希望の支払い方法をお伝えください。 
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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、１月～２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「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 

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「ヤンキー君と白杖ガール １」うおやま著 ２巻 神奈川ラ 

４位「希望の糸」東野圭吾著 ７巻 日点図 

５位「その苦しみは続かない 盲目の先生 命の授業」竹内昌彦著 ３巻 

富山視セ 

 

録音図書 

１位「希望の糸」東野圭吾著 日点図 

２位「落日（らくじつ）」湊かなえ著 西宮視障 

３位「鑓（やり）騒ぎ 新・酔いどれ小籐次 １５」 

佐伯泰英（さえきやすひで）著 島根西視情セ 

４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（録音書下ろし） 

５位「たった１秒の最強スキル パソコン仕事が１０倍速くなる８０の方法」 

 田中拓也著 大阪府立中央 

 

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 「新型コロナウイルス感染症市民向け感染予防ハンドブック 第１.１版」

賀来満夫（かくみつお）監修 日点図 

２位「女の取扱説明書」姫野友美（ひめのともみ）著 鹿児島視情セ 

３位「臓器たちは語り合う 人体 神秘の巨大ネットワーク」 

丸山優二（まるやまゆうじ）[ほか]著 奈良視福セ 

４位「９割の人が知らずに損してる頭のいい体の使い方便利帳」 

ホームライフ取材班編 京ラ情ス 

５位「牝奴隷（めすどれい）飼育学園」筆祭競介（ふでまつりけいすけ）著 

名古屋ラ盲 
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●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。４月～６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  ４月２日（木）、１６日（木） 

   ５月７日（木）、２１日（木） 

   ６月４日（木）、１８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）新潟県視覚障害者福祉協会の呼称「にいがたアイサポートセンター」 

このたび、新潟県視覚障害者福祉協会の正式名称とは別に「にいがたア

イサポートセンター」の呼称を利用し、協会事業全体のイメージを発信し

て行くことになりました。  

 

（３）｢アイ・フェスタにいがた２０２０｣の開催について 

アイ・フェスタ２０２０・県視障協７０周年・点字図書館１００周年記

念式典を下記のとおり開催しますので概要をお知らせします。 

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１４４号（６月発行）に掲載した

い情報は、４月２９日（水）までに当センターへご連絡ください。 
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１ 日時 令和２年１１月８日（日） 

午後１時３０分から４時３０分（受付午後１時～） 

２ 会場  

じょいあす新潟会館  

   〒９５０-０９０８ 新潟市中央区幸西３-３-１ ３階 ローズ 

３ 内容 

（１）第一部  

  記念講演会 講師 日本点字図書館 理事長 田中徹二 

表彰式（功労者） 

（２）第二部 

       シンポジウム又はアトラクション 

（３）終日イベント 

ア 福祉機器展及び体験 

イ 移動視覚障害者情報センター 

ウ 地域活動支援センター「日だまり」授産品販売 

（４）祝賀会 

 

（４）令和２年度 同行援護従業者養成研修開催のお知らせ 

令和２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、当協会にお問い合わせください。 

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。 

※身体障害者手帳をお持ちなど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 

  ５月２５日（月）、５月２６日（火） 

６月１日（月）、６月２日（火）の計４日間 

４ 会場 

  新潟ふれ愛プラザ（新潟市江南区亀田向陽１丁目９番１号） 
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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 

４月６日（月）から４月２４日（金）まで 

８ 問い合わせ先 

    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 

●令和２年度新潟県障害者交流センターの年間事業のお知らせ 

スポーツ活動、文化活動、各種イベント等を通じて、障害のある人もない

人も誰もが多くの仲間と出会い、ふれあい、そして交流の輪を広げる場とし

て大勢の皆さんの参加をお待ちしています。 

なお、教室等の内容や視覚障害の状況に応じて介助者の同伴が必要になる

場合がありますので、参加申込みの際は、障害者交流センターにご確認く

ださい。 

お問合せ・申込み先 新潟県障害者交流センター 

（電話０２５-３８１-８１１０） 

（１）通年スポーツ教室 

ア 水泳ワンポイント（毎週木曜日 参加無料） 

障害の有無は問いません 参加者の希望に応じ指導員がワンポイント

アドバイス 

イ フットサル（毎月第３土曜日 年１２回 参加無料） 

障害のある小学５年生以上の方 室内で行う５人制サッカー 

ウ 陸上競技ワンポイント（毎月１回日曜日 年１２回 参加無料） 

 中学生以上の障害のある方とその支援者 走・跳・投のワンポイント

指導 

エ からだをつかって あ・そ・ぼ（毎月第２土曜日 年１２回 参加無



12 

料） 

障害のある児童と支援者等 リズム体操やサーキットトレーニング、

集団遊びなどの活動を通し、スポーツの基礎となる様々な動作を体験 

（２）スポーツ教室 

ア 夏休みこども水泳～水慣れから泳げるように～（７月～８月 ５回 

参加費２,０００円） 

    障害のある小学生・中学生 個人のレベルに応じた指導 

イ 夏休みこども水泳～もっと泳げるように～（７月～８月 ５回 参

加費２,０００円） 

    １５ｍ以上泳げる障害のある小学生・中学生 ２５ｍ以上泳げるよう

に目指すコース 

（３）通年文化教室 

みんなで歌おう～アカペラ～（毎月第３日曜日 年１２回 参加無

料） 

    障害の有無は問いません。楽器を使わずにいろいろな曲をアカペラで

楽しく歌います。 

（４）文化教室 

 アグリクラフト教室（１１月 １回 参加１,５００円） 

障害のある方 農作物や自然素材を使った置物づくり 

（５）リハビリ教室 

ア リハビリ健康相談（毎月第１・３火曜日 年２４回 相談無料） 

    身体障害者及びその介助者 理学療法士による運動メニューの相談 

イ メイクレッスン（１２月～１月 ３回 参加無料） 

    障害のある方優先 基本的なセルフメイクを実践しながら学びます。 

（６）地域交流事業 

ア トップアスリートふれ愛交流会 ６月 

    新潟アルビレックス BB ラビッツの協力のもと、プロバスケット選手

と車椅子バスケットグループの交流 

イ 第２０回ふれ愛アートチャレンジ １１月 

    令和２年度の教室で作製した作品等の展示 
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●宿泊型短期視覚障害リハビリテーションの開催のご案内 

見えない・見えにくいことで起こる生活の不便さは動作の工夫や機器の使い

方で軽減することができます。日本盲導犬協会と新潟県視覚障害者福祉協会の

訓練の専門家と一緒に訓練を受けてみませんか？期間中は新潟ふれ愛プラザに

宿泊します。 

１ 日時 ６月２３日（火）から６月２５日（木）（２泊３日） 

２ 対象者 

新潟県にお住いの視覚に障害がある方（手帳の有無は問わない）で、下

記プログラムを希望される方 

今まで宿泊型短期視覚障害リハビリテーションに参加したことがない

方を優先します。 

３ 定員 若干名（先着順ではありません） 

４ 費用 ４，５００円（宿泊費・朝食費・夕食費を含む） 

５ プログラム内容（ご希望する内容を実施します） 

・白杖を使った歩行訓練（白杖の選び方・使い方、住宅街等の歩行、

電車やバスの利用、盲導犬歩行体験） 

・日常生活動作訓練（調理や掃除・洗濯などの動作、工夫のしかた） 

・スマホ・パソコン訓練（文字入力、文書作成、インターネット、メ

ールなど） 

・点字訓練（点字の読み・書き方の基礎） 

・ロービジョン訓練（保有視覚の確認やその活用方法） 

・ロービジョン機器紹介 

６ 申し込み方法 

  受付期間 ５月２９日（金）まで当センターの担当 山口までお電話くだ

さい。 

 

●新潟県訪問マッサージ友の会から学習会のご案内 

新潟県訪問マッサージ友の会では大阪より中村先生をお迎えして「明日から

役立つ治療法」と題した学習会を開催することとなりました。 

 初めての参加者も大歓迎です。講師の先生が丁寧に指導してくださいま

す。 

１ 主催 新潟県訪問マッサージ友の会 

２ 日時 ５月３１日（日）午前９時３０分～午後３時 

３ 会場 新潟市総合福祉会館 技能習得室１～３ 

４ 受付 午前９時１０分 

５ 参加費 会員２千円 会員外３千円 
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６ 講師 中村欣嗣（なかむら よしつぐ）先生 

７ テーマ 明日から役立つ治療 

８ 締切 ５月２８日（木） 

９ 申込先 鈴木洋 ０９０-７７２５-２２２７ 

メール acappellahiro@ybb.ne.jp 
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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）障害者の進学や就労を後押し 読書バリアフリー計画案まとまる 

（２０２０.０２.２６ 共同通信） 

 昨年６月に施行された読書バリアフリー法に基づき、視覚や身体に障害

のある人が読書しやすい環境を整備する政府の基本計画案が２６日まとま

った。音声読み上げ式書籍や点字図書の普及、インターネットを利用した

書籍データの提供などが柱。障害者の進学や就労を後押しするため、教育

や学術関連の書籍を充実させることも明記した。 

 同日開かれた政府と関係団体、有識者でつくる協議会でおおむね了承さ

れた。意見公募を経て文部科学、厚生労働両省が５月ごろ正式決定する。 

 基本計画案は、２０２０年度から５年間で国が取り組む施策を規定。協

議会の前回会合で、出席者から教育関係書籍の充実を求める意見が出たこ

とを受け、障害者が利用しやすい教科書や副読本、参考書、学術論文など

を増やすとした。 

 このほか、公立図書館などで点字図書や電子書籍、文字が大きい拡大図

書の所蔵を増やし、障害者の利用を手伝う司書やこれらの書籍を製作する

人材の育成に取り組むと明記。書籍の電子データをネット上で取得できる

サービスの態勢強化も盛り込んだ。 

 

（２）文字すらすら読み上げ ＡＩ機器 加古川市など購入補助 兵庫 

（２０２０.０２.２７ 神戸新聞） 

 眼鏡のつる部分に取り付け、文字を音声で読み上げる機器が、視覚障害

者から注目されている。人工知能（ＡＩ）やカメラを搭載し、文章を指で

さすだけで本や新聞もすらすら。顔認識や紙幣を識別できる機種も。約２

５万～約５０万円と高価格がネックだが、購入費用の一部を補助する自治

体も出始めている。 

 イスラエルのオーカム社が開発した視覚支援機器。日本では２０１８年

４ 視覚障害者関連団体からの情報 
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１２月に発売された。１００円ライターほどの大きさで、重さは２２．５

グラム。眼鏡に付けていても、目立たないデザインだ。 

 「操作が簡単」「慣れればなかなか便利やね」２月１１日、丹波篠山市

などが初めて催した体験会。視覚障害者や朗読ボランティアら約２０人が

新聞などを読んでみた。使い勝手や読みやすさに驚きの声が上がった。 

 丹波篠山市の土田良孝さん（７５）は「拡大読書器で新聞を読んでいる

と、途中でどこを読んでいたか分からなくなる」と普段の苦労を語る。同

市の東田英子さん（７２）も「スーパーで食品のラベルが読めないので、

値段や辛口か甘口かも分からない」とし、読み上げ機能にうなずいた。 

 紙に印刷された文字だけでなく、スマートフォンやパソコンの画面、商

品パッケージのラベルも読み上げることができる。インターネット接続が

不要でどこでも使え、屋外の案内表示や看板も読み取れる。事前に登録し

ておいた人の顔を認識し、名前を教えてくれる機種もある。 

 値段は、文字読み上げ機能のみの機種で２４万８千円（税別）、顔認識

や時計の機能なども備える上位機種は４９万８千円（同）。 

 購入費用の一部を補助する自治体も徐々に増えている。兵庫県内では加

古川市が１９年度から、１９万８千円（原則１割自己負担）を補助。他に、

補助を検討している自治体が複数ある。 

 販売代理店となっている兵庫県視覚障害者福祉協会（県視協）によると、

これまでに神戸市、加古川市、香美町の３人に販売したという。県視協の

福祉用具専門相談員小林由夏さんは「日常生活を豊かにしてくれる機器。

県内の自治体を回って補助してもらうよう要望しており、広がりに期待し

たい」と話した。 

輸入販売元のシステムギアビジョン（電話０７９７－７４－２２０６） 
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（３）シーイング・エーアイ 視覚障害者の「目」に 文字や顔音声化 

（２０２０.０３.０２ 毎日新聞 夕刊） 

 人工知能（ＡＩ）を使って視覚障害者の日常生活を助けるスマートフォ

ン用アプリが、利用者から「目が見えているのと似た感覚を持てる」と好

評だ。このアプリは「Ｓｅｅｉｎｇ ＡＩ」（シーイング・エーアイ）。マ

イクロソフトが開発し、無料で利用できる。 

 スマホは指で触れた部分を読み上げる機能をオンにして使う。その上で

このアプリの文字読み上げ機能を選ぶと、郵便物や食品のパッケージの上

にスマホをかざすだけで自動的にそこに書かれた文字を読み取り音声で読

み上げる。人がいる方向にスマホを向けて写真を撮ると「２０歳くらいの

笑顔の女性が２メートル先にいます」などと、表情や推定年齢、性別など

を知らせる人物認識機能もある。家族や知人の名前、顔を登録しておけば

名前で教えてくれる。 

 ほかにも、スマホに映った色を認識し読み上げる、部屋の明るさを音で

知らせる、など八つの機能を兼ね備える。日本マイクロソフトによると、

これまでそれぞれの機能を持ったアプリはあったが、八つの機能が合わさ

ったものは珍しいという。 

 アプリを使っている全盲の石井暁子さん（４６）＝東京都練馬区＝は、

食品の賞味期限の確認やレストランでメニューを選ぶ時、病院で受診票を

渡された時など「ちょっとした時に必要となる作業が１人でできるように

なった」。３歳の娘の子育てにも役立っている。「娘が静かにしているとど

こにいるかわからなくなってしまうけど、スマホをかざすと教えてくれる

ので助かる」と歓迎する。 

 アプリは２０１４年に米国・マイクロソフト本社の視覚障害者の社員が

社内コンテストで発案し、３年かけて完成させた。１７年に英語版、１９

年１２月に日本語版が発表された。現在はｉＰｈｏｎｅのみ対応。「Ａｐ

ｐ Ｓｔｏｒｅ」などから取得できる。 

問い合わせは日本マイクロソフト（電話０１２０－５４－２２４４） 
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（４）映画「瞽女 ＧＯＺＥ」完成 新潟で来月披露試写会を 

（２０２０.０３.０９ 新潟日報 朝刊） 

 最後の瞽女（ごぜ）と呼ばれた小林ハルさんをモデルに、新潟県内各地

で撮影した映画「瞽女 ＧＯＺＥ」が完成し５月、本県で公開される。４

月２７日に新潟市で特別披露試写会を開催するため、映画の製作委員会が

新潟日報社のクラウドファンディング（ＣＦ）サイト「にいがた、いっぽ」

で資金を募っている。 

 瞽女は視覚障害がある女性の旅芸人で、三味線などを携えて民謡などを

披露して歩いた。ハルさんは１９００年、現在の三条市に生まれて生後間

もなくして失明。６歳から瞽女の修行を始め、９歳から師匠と旅に出た。

国の無形文化財保持者になり、２００５年に亡くなった。 

 映画では母と子の愛情をテーマに、厳しい修行に耐えて瞽女として活躍

したハルさんの姿を描く。ハルさんを吉本実憂さんが演じ、語り部を奈良

岡朋子さんが務める。新潟市出身の歌手小林幸子さんが特別出演している。 

 監督の滝沢正治さん（７１）は１７年前、テレビ番組でハルさんを知り、

映画化したいと企画を温めてきた。滝沢監督は「慈愛があるハルさんの生

き方に感銘を受けた。映像を通じて越後瞽女について伝えたい」と話した。 

 試写会は４月２７日に新潟日報メディアシップ（新潟市中央区）で開か

れる。主演女優の舞台あいさつを予定している。 

 映画はシネ・ウインド、高田世界館などで、５月１６日から上映予定。 
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点訳（７名） 

池田慎子／石田幸夫／巌和郎／髙橋朗子／松沢直子／八木拓真／ 

矢澤敏之 

 

音声訳（２１名） 

五十川直子／植村泰子／大平綾子／大橋裕香／嘉藤百合／北澤江利子／ 

小林景子／齋藤久美子／坂上郁代／笹原春美／新保裕美子／杉山よし子／ 

鈴木陽子／高橋綾子／永井宮子／速水美智子／布施みさ子／山田いずみ／ 

山田草子／山本恵子／横山喜代子 

 

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（９名） 

石崎雅裕／杵淵徹／桐生祥子／小林喜代子／酒井幸子／鈴木俊一／ 

寺澤茂子／林章子／渡辺敏栄 

 

（お知らせ）次号以降の製作ボランティア掲載について 

メールにいがたの内容リニューアルに伴い、日頃ご協力いただいている製作

ボランティアの皆様の掲載を、年１回まとめての掲載へ変更させていただきま

す。掲載は年内最後に発行する１２月号を予定しております。 

  

５ ２月・３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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４月からの行事については、新型コロナウイルスの影響を考慮し、中止

または延期となる可能性があります。ご利用に当たっては直接施設に電話

等でご照会下さい。 

 

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        

４月～６月中旬開催の文化催事情報はありません。 

 

（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 

４月～６月中旬開催の企画展、教養講座はありません。 

 

（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 

４月～６月中旬開催の文化催事情報はありません。 

 

（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 映画会 

日時及び上映映画 

５月１３日（水）午後２時～３時３０分 

「台北の朝、僕は恋をする」２０１０年台湾・アメリカ 

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） 

お問合せ 電話 ０２５８-４７-８００１ 

６ 県内主要文化施設が企画・主催する行事 
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催事名「チューリップまつり」 

１２３品種１６万５千球のチューリップが花の丘一面に咲きそろいます。 

期間中はイベント盛りだくさん。４月２６日～２９日にはチューリップの

花びらでつくったミッフィーの花絵が登場。 

５月４日（月・祝）は無料入園日です（駐車料は有料）。 

期間 ４月２５日（土）～５月６日（水・祝） 

会場 国営越後丘陵公園 

 

（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「シャクナゲ・ツツジ展」 

鉢物花木の生産が盛んな新潟県は西洋シャクナゲの生産は全国一で８０％

以上のシェアを占めます。今回の展示では、豪華な西洋シャクナゲや県内

育成品種を紹介し、当園が世界に誇るツツジ属コレクションを公開します。 

また、入園無料の屋外エリアでは、日本最大規模の「シャクナゲ園」が

見頃を迎えますので、あわせてお楽しみください。 

期間 ５月１０日（日）まで 

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 春季企画展「江戸の遊び絵づくし」 

江戸時代の人たちの“遊び心”は実に旺盛です。サービス精神旺盛な浮世

絵師たちは、視覚マジックを応用したものや、クイズもどきの絵解きなど、

洒落とユーモアに富んだ造形の「遊び」の世界を創造し、江戸の庶民を楽し

ませていました。その内容には現代に通じる部分も多々見られます。 

本展では、遊び心あふれるさまざまな浮世絵約１００点を、江戸庶民の目

線からご覧いただきます。江戸庶民の身近にあった洒落とユーモアをお愉し

みください。 

期間 ６月７日（日）まで 

会場 企画展示室 
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（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「いっぴん・学芸員おすすめの品」 

みなとぴあの収蔵品の中から各学芸員がおすすめする「いっぴん」を選

び、見どころとともに紹介します。 

期間 ６月７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 春の新潟・音楽ウィーク 奥村愛ヴァイオリン四重奏 

新潟出身のスター、奥村愛、鍵冨弦太郎（かぎとみげんたろう）が出演！

日本を代表する名手４名が奏でる極上のヴァイオリン四重奏。 

日時 ５月２日（土）午後２時～ 

会場 コンサートホール 

出演 奥村愛、鍵冨弦太郎、西江辰郎、大宮臨太郎（ヴァイオリン）、山田

武彦（ピアノ） 

曲目 モンティ チャールダーシュ 

ヴィヴァルディ ４つのヴァイオリンのための協奏曲 ほか 

鑑賞料 全席指定 ２,０００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 フィンランド放送交響楽団 長岡特別演奏会 

フィンランド放送交響楽団の長岡特別演奏会を開催。指揮にハンヌ・リ

ントゥ、ピアノ仲道郁代との豪華共演をお届けします。同楽団の首席フル

ート奏者を務める小山裕幾（こやまゆうき）さんは長岡市出身です。 

 日時 ５月３０日（土）午後３時～ 

出演 指揮 ハンヌ・リントゥ ピアノ 仲道郁代 

管弦楽 フィンランド放送交響楽団 

会場 長岡市立劇場 大ホール 
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曲目 シベリウス 交響詩「エン・サガ」 

    ベートーヴェン ピアノ協奏曲第５番「皇帝」変ホ長調作品７３ 

    シベリウス 交響曲第５番変ホ長調作品８２ 

鑑賞料 全席指定 S 席１２,０００円 A 席９,０００円 

 

（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 杉山清貴＆三浦和人（みうらかずと）コンサート 

J-POP のカリスマとして今も精力的に活動するアーティスト、杉山清貴

と三浦和人が、自身のヒット曲や、青春時代ラジオから流れてきた懐かし

い曲の数々を披露。 

 彼らが繰り広げる楽しいトークや、爽やかなメロディーは必聴です。 

日時 ５月１７日（日）午後２時～ 

出演 杉山清貴、三浦和人 

会場 新潟市秋葉区文化会館 ホール 

鑑賞料 全席指定 ６,０００円 

申込み方法 窓口または電話（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「THE ドラえもん展 NIIGATA ２０２０」 

「あなたのドラえもんをつくってください」。国内外で活躍する２８組の

アーティストたちに、こんなお願いをしました。１９７０年の誕生以来、

日本中に夢を届けてきたドラえもん。みなさんの心の中にも、思い出のド

ラえもんや、いつでもそばで優しく助けてくれるドラえもんの姿が、刻ま

れているのではないでしょうか。変わりゆくこの時代の中で、アーティス

トたちに「あなたのドラえもん」を表現してもらったら、どんな世界が生

まれるだろう。何を願い、未来へ何を伝えてくれるだろう。この展覧会の

ために、様々な発想や技法によって生み出された作品をお届けします。 

期間 ５月１７日（日）まで 

会場 美術館展示室 
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（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 企画展「長沢 明展 オワリノナイフーケイ」 

新潟市北区出身、日本画を出発点に、国内外で活躍する長沢明（１９６７

-）。トラやクジラ、翼を広げたトリなどのモチーフを大画面に描く作品で知

られます。初期の作品から昨年刊行の絵本原画まで、平面・立体・インスタ

レーションにより多面的に紹介。常設展示室の一部にも描き下ろしの新作を

展示し、新たな「風景」へと誘います。 

期間 ４月２５日（土）～６月７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 企画展「生誕１６０年記念 ミュシャ展 美しきアール・ヌーヴォーの

華」 

アルフォンス・ミュシャ（１８６０～１９３９）は、１９世紀末のヨー

ロッパに起こった芸術様式「アール・ヌーヴォー」を代表する芸術家とし

て知られています。手掛けた数多くの作品のなかでも、女優サラ・ベルナ

ールをモデルにした舞台ポスターや商業ポスター、装飾パネル等が有名で

す。     

２０２０年は、生誕１６０年を迎える記念の年にあたります。本展では、

ポスター作品や装飾パネルのほか、挿絵、雑誌、ハガキなどから、今もな

お多くの人を魅了してやまないミュシャの創作活動と世界観を広くご紹介

します。 

期間 ６月１４日（日）まで 

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 企画展「サンダーソンアーカイブ ウィリアム・モリスと英国の壁

紙展」 

近代デザインの先駆者として知られるウィリアム・モリス（１８３４-

９６）。身近な自然の草花をモティーフにしたパターンデザインは、彼が
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提唱した「生活の中に美を」という考え方を体現し、今でも人々を魅了

する居心地の良い生活空間を演出しています。本展では、英国有数の壁

紙会社サンダーソン社に保管されている貴重な壁紙と版木約１３０点に

より、モリスの壁紙を中心に、英国壁紙デザインの変遷を辿ります。な

お、同コレクションが英国外で公開されるのは初めてのことです。 

  期間 ５月３１日（日）まで 

会場 企画展示室 
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前号１４２号までは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

災情報コラムを１３回に渡ってお届けしました。今回１４３号からは広く季節

の記事として、季節の生活や旬の食材等のお話をお届けします。 

さて、春の暖かな陽射しの中、天地万物が清らかな明るさに輝くという清明

の候を迎えました。例年であれば１２月から２月までの積雪期を経て雪解け、

そして待望の春を迎えるわけですが今年は積雪期のないまま春を迎えることに

なりました。   

毎年豪雪に見舞われ雪消えの遅い中魚沼郡津南町でも３月１０日時点で積雪

２５ｃｍで、今冬の最深積雪は、上・中越の平野部で平年比約 ２０％、上・

中越の山沿いで平年比約 ２０～５０％、下越の山沿いで平年比約 ２０～４

０％と過去に例を見ない小雪の冬となりました。 

早い春の訪れで山野には春の旬の山菜の代表である「わらび」や「ぜんまい」

等が例年より早く見られるようになるでしょう。このうち「ぜんまい」は日本

固有の山菜で各地の山野に自生します。アクが強いため一般に出回るものは乾

燥品がほとんどでこの干しぜんまいは水で戻して煮てよし、油との相性もよい

ので肉や油揚げと一緒に炒め煮にすると美味しいです。 

一方春の旬の魚は「かつお」、「さわら」、「たい」などですが、このうち「か

つお」は今ではほぼ一年中手に入るようになり、スーパーなどではお刺身コー

ナーでたたきとしてよく売られています。江戸中期の俳人山口素堂の作「目に

は青葉 山ほととぎす 初鰹」は有名ですが、４月から５月頃に東京湾あたり

に回遊するようになり、昔は東京人にとって初夏の魚で、青葉が出始める頃の

走りのかつおを初がつおと呼び珍重しました。 

 

センター長 斎藤義樹 

 ７ 季節のお話 「清明の候」 
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【編集後記】 「東京パラリンピック２０２０」 

昨年１１月１５日朝のＮＨＫニュースを見ていたところ、スポーツコーナー

でパラリンピック 2020 代表内定者の唐澤剣也さんの姿が現れました。 

唐澤さんはアラブ首長国連邦のドバイで開催されていたパラ陸上世界選手権

男子５０００ｍで３位となり、東京パラリンピック２０２０の代表に内定、現

在は８月２５日開会の大会に向けて調整中とのことです。 

実は唐澤さんは群馬県立点字図書館職員で、２年前の夏に大阪の日本ライト

ハウスで開催された情報機器研修会で席が私と隣同士で、夜は一緒にうどんや

たこ焼きを食べに出かけました。唐澤さんは小学生の時に失明され盲学校に転

校してからスポーツに出会い、点字図書館で点字や情報機器の仕事をし、夕方

や休みの日には陸上をやっているとのお話でした。 

唐澤さんは群馬県立点字図書館の図書館だよりに「唐澤レポート」として連

載記事を掲載されています。ぜひご覧いただき、大会開催時には声援をお願い

します。 

（斎藤） 
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日常生活支援機器情報コーナー（no.４７） 

 

「iPhone で音声ガイドのない血圧計を使用してみる」 

音声が出る血圧計は一般に売られており、多くの視覚障害者が利用され

ているのではないでしょうか？最近血圧計にも「手首」で計測できる物が

発売されており、残念ながら、その機種は音声ガイドがありません。そこ

で、私は iPhone と連携できる血圧計がないだろうかと調査してみました。

当たり前のように、いろいろな機種が、iPhone と連携できる機能を持って

いました。 

私が考えたのは、音声ガイドのない血圧計で計測を行います。その場で

は結果は残念ながらわかりません。しかし、iPhone を開き、測定結果を音

声で確認出来るのではないかという試みです。 

今回私が購入したのは「HEM６３２４T」というオムロンの血圧計です。

手首に巻くタイプで、とても小型。設定方法などについては、私の Blog で

確認して下さい。 

結果からいうと、少し手間ですが、十分に使えます。私はとても満足し

て、利用しています。まず、手首に血圧計を巻き付けます。モニターが手

のひらに向くように取り付けます。 

画面の右側の一番下にあるボタンを押します。音も何もなりません。 

しばらくするとだんだんと手首が締まってきます。 

そして、締め終わると普通の血圧のように緩くなります。 

終わると、モニターに血圧の結果が表示されます。 

試しに、オーカムで読ませて見ましたがだめでした。 

右側の三つある内の真ん中のボタンを押して、データ転送を行います。

続いて iPhone で「オムロンコネクト」というアプリを起動します。画面

の上の方から３本指で下にスワイプします。Rivo２では、９ボタンです。 

これで、結果が受信され、血圧が VoiceOver で確認出来ます。 

改めて iPhone の便利さに感じ入りました。 

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 


