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～今号の内容～ 

 

１ 開館・電話受付時間と 6 月～８月の休館日 ３ページ 

●開館・電話受付時間 

●６月～８月の休館日 

２ 視覚障害者情報センターから ３ページ 

●イベントの開催延期 

●ふれ愛プラザ内の手指消毒用アルコールや検温器の場所のご案内 

●メールにいがた 6 月号より配信メールに点字データを添付します 

●新潟県立歴史博物館常設展示ガイドの配布 

●サピエ図書館 人気図書ランキング 

●利用者参加・文芸コーナー 

３ お役立ち情報 ８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）アイフェスタ２０２１の開催予定について 

●鈴木洋テノールコンサートのご案内 

 

４ 視覚障害者関連団体からの情報 １０ページ 

●日視連＆ネット情報 
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５ 県内主要文化施設が企画・主催する行事 １３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） 

 

 

巻末 「日常生活支援機器情報コーナー no.５4」  

「活字読上げ専用機器について」                    

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 

●６月～８月の休館日 

６月（発行日以後） 

 ６月２１日（月）、２８日（月） 

 ７月 ５日（月）、１２日（月）、１９日（月）、２４日（土）、２６日（月）    

２７日（火） 

 ８月 ２日（月）、９日（月）、１０日（火）、１１日（水）、１６日（月） 

   ２３日（月）、３０日（月） 

 

 

●イベントの開催延期 

4 月号でお伝えしておりました、当センター主催の 6 月・7 月開催のイベン

トについては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、秋以降に開催を延期

いたします。参加を検討していただいていた皆様は恐れ入りますが、ご理解・

ご協力をいただきますようお願いいたします。 

＜延期対象となるイベント＞ 

① ６月１３日（日曜日）および７月１１日（日曜日）に開催予定の囲碁体験会 

② ７月９日（金曜日）に開催予定の第２回ふれ愛ブックトーク 

 

●ふれ愛プラザ内の手指消毒用アルコールや検温器の場所のご案内 

（１）ふれ愛プラザ 正面玄関 

まずふれ愛プラザの正面玄関から入って、自動ドアを２回通ります。すると

一般成人男性の約２歩分進んだ先の左手に手指消毒用アルコールがあります。

手指消毒用アルコールは、一般成人男性の腰の位置より低い高さの小さい台の

上にあります。自動検知式の筒状の入れ物に入っており、手をかざすことによ

り自動でアルコールが噴射されます。入れ物の上部分に電源ボタンがあるので、

１ 開館・電話受付時間と６月～８月の休館日 

２ 視覚障害者情報センターから 



4 

そこには触れないように注意して下さい。 

検温器は手指消毒用アルコールの右隣に設置されています。上の部分に小さ

いタブレットがついており、タブレットに顔を近づけると検温ができます。検

温できたら音が流れます。 

設置場所や操作などでお困りの場合には、１階の交流センター受付で手指消

毒と検温を行えますので、受付職員を呼んで下さい。 

 

（２）視覚障害者情報センター 入口 

 センターの自動ドアから入り、点字ブロック沿いに一般成人男性の２歩分程

度進むと、左手に腰の位置より低い高さの台に置かれた手指消毒用アルコール

があります。また、衣類除菌用のスプレーも置かれています。正面から見て手

指消毒用アルコールが台の左側、衣類除菌用スプレーが右側に置かれています。

手指消毒用アルコールは、ふれ愛プラザの正面玄関にあるものと同様、自動で

噴射されるものです。どちらもご自由にお使いください。 

 なお、センター入口には検温器がありませんので、検温をしたい方はふれ愛

プラザの正面玄関で済ませていただくようお願いいたします。 

 

●メールにいがた 6 月号より配信メールに点字データを添付します 

 メールにいがた 6 月号より、メーリングリストでの配信時に点字のデー

タを添付することとしました。「バックナンバーが家にたまってしまい処分

に困っている」という利用者の方からのお声をきっかけに開始するサービ

スです。メーリングリストにご登録いただいている皆様におかれまして

は、メールにいがた発行連絡の際に、6 月号分から添付ファイルが付きま

すので、予めご了承いただきますようお願いいたします。添付ファイルが

追加される以外は、従来通りの内容となりますので、利用していただいて

いる皆様は引き続き安心してご利用ください。 

なお、これを機に点字データを利用することで点字冊子は不要になると

いう方、またこれを機にメーリングリストに登録してメールにいがたを受

け取りたい、という方は当センターまでご連絡ください。 

 利用者の皆様のお好みや環境に合わせてストレスの少ない方法でメール

にいがたをご利用いただければと思います。本件についてご不明な点は当

センターへご連絡ください。 
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●新潟県立歴史博物館常設展示ガイドの配布 

新潟県立歴史博物館の縄文文化に係る展示をはじめとする常設展示について

紹介した、音声版ガイドのデイジー版・一般ＣＤ版を、新潟県県民生活・環境

部文化振興課文化政策係から、寄贈いただきました。デイジー版３枚、一般Ｃ

Ｄ版３枚をご希望の方へ差し上げますので、ご希望の方は当センターまでお知

らせください。また、貸出も行っていますので、貸出希望の方はリクエストを

お寄せください。 

 

●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、4 月～5 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）、収

録時間（デイジー図書のみ）、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「心淋し川（うらさびしがわ）」 

 西條奈加（さいじょうなか）著 4 巻 日点図 

２位「５２ヘルツのクジラたち」 町田そのこ著 4 巻 高知声点 

３位「おりがみ絵本 おってみようふれてみよう春夏秋冬（はるなつあきふ 

ゆ）」 桜雲会（おおうんかい）編／大内進（すすむ）監修 1 巻 

点字書下ろし 

４位「視覚障害者向けｉＰｈｏｎｅ・ｉＰａｄ操作マニュアル 拡大版」 

視覚障害者パソコンアシストネットワーク編集 1 巻 鹿児島視情セ 

５位「盲目の公爵令嬢に転生しました」  

波湖真（なみこまこと）著 4 巻 宮城視情セ 

 

録音図書 

１位「あきない世傳（せいでん）金と銀 １０ 合流篇」 

 高田郁（かおる）著 6 時間 53 分 島根西視情セ 

２位「５２ヘルツのクジラたち」 町田そのこ著 8 時間 40 分 川崎情セ 

３位「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」 

 東野圭吾著 15 時間 15 分 日点図 

４位「冬の狩人」 大沢在昌著 15 時間 20 分 西宮視障 
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５位「江戸を騒がせた珍談、奇談、大災害」  

桧山良昭（ひやまよしあき）著 7 時間 35 分 名古屋鶴舞 

 

テキストデイジー（※ダウンロード数の多かった順） 

１位「妻たちの性の記録 ２２ 恋を数えて。」 

月刊『ホームトーク』編集部 編 鹿児島視情セ 

２位「官能文学館 媚孔（びこう） 図絵版」 

青木信光（あおきのぶみつ）編 鹿児島視情セ 

３位「血をサラサラにする薬を飲まれている方へ（２０２１年５月６日現 

在）新型コロナワクチンの情報提供資材」 厚生労働省 編 堺視聴障セ

４位「愛の不時着 上 完全版」 

パクジウン 著／根本理恵（ねもとりえ）[ほか]訳 鳥取点図 

５位「パソコンの超残念な使い方 プロが教える新常識」 吉岡豊著 島根ラ 

 

●利用者参加・文芸コーナー 

このコーナーでは当センターの利用者の方に投稿いただいた俳句、短歌、

川柳をご紹介していきます。なお、掲載の順番は受付順といたします。 

 

【短 歌】 

 母の背をすでに追い越し君なれど幼き頃の笑（え）みはのこれり 

 日だまりに一人たたずみ思い出す幼き頃のままごとあそび 

                          坂上香代子 

 

八重椿となりの椿親切な奥さんの歳吾同い歳 

落ちてくる椿はいつも見ないけど落ちた椿は皆空仰ぎ 

人形のような深紅の落ち椿並べて笑顔吾に与えし 

でんでん虫 

 

 ストレッチ終えて出でたる遊歩道足のさばきの常より軽ろし 

 ハーネスを足下に置き触りたりふっくら膨らむ桜のつぼみに 

 これまでの生き来（こ）し様（さま）がこれからの生き行く様なり 

シニアを生きぬ 

                           上林洋子 



7 

【川 柳】 

鯉幟（こいのぼり）五月（さつき）の空を泳ぎたい 

朝朝（あさあさ）に春を咲かせるわが庭よ 

でこぼこの道も愛しい年となり 

                          本間光子 

 

選挙だけ点字に同じ陽があたる 

人間を好物にする新コロナ 

人間の欲が宇宙へ手をのばす 

渡辺幸栄 

 

障害にあきらめた夢再トライ 

ほっこりと心和ます孫の笑（え）み 

優しさに我は家族に依存症 

 流れ星 

 

投稿いただきました６名の皆様ありがとうございました。 

 

文芸作品募集要領 

１ 募集 俳句、短歌、川柳の３部門のうちいずれかひとつ 

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６月３０日）までに当センター必

着。翌偶数月号（今回は８月号）のメールにいがた文芸

コーナーに掲載 

４ その他（表彰の実施） 

４、６、８、１０、１２、２月号に掲載した作品について、にいがたアイサ

ポートセンター内で審査を行い理事長賞、情報センター長賞等を設け、翌年

度の４月号で発表いたします。 

 

 



8 

 

●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。７月～８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  ７月 １日（木）、１５日（木） 

   ８月 ５日（木）、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 研修室等 

 

（２）アイフェスタ２０２１の開催予定について 

今年のアイフェスタの開催が決まりました。開催方法を、一昨年の上越市

に引き続き地区巡回開催方式とし、令和 3 年度は１0 月１7 日（日）に姉崎

惣十郎のゆかりの地である柏崎市において、柏崎市総合福祉センターを会場

に開催を計画しています。 

なお、プログラムの概要としては、「フォーラム・姉崎惣十郎の功績につい

て」「巡回情報センター」「機器展示」「バリアフリー映画上映会」などを予定

しております。 

詳細は、後日、決定次第ご案内いたします。 

 

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１５１号（８月発行）に掲載した

い情報は、７月１日（木）までに当センターへご連絡ください。 
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●鈴木洋（ひろし）テノールコンサートのご案内 

 主催者である私は、光くらいしか見えない視覚障がい者です。視覚障が

い者と健常者でつくる男声合唱団どんぐりにかかわって 42 年。5 年前よ

りボイストレーナーの指導を受け、このたび私の「テノールコンサート」

を行うこととなりました。 

 コロナ禍において、家から出れない障がい者に少しでも元気を与えられ

たらと思い、あえてコンサートを企画しました。 

 なお、コンサート会場がコロナワクチン接種会場になっていることもあ

り、日にちを変更しなければならないこともあることをお伝えしておきま

す。 

 コンサートにおいては、チケットの裏面に、住所・氏名を書いていただ

きます。また、マスク・手指消毒・検温をさせていただくことになりま

す。 

 なお、チケット注文・エスコートをお願いしたいという方は、事前に阿

部大和（あべやまと）さん（電話 ０２５０-５８-６１６０）まで連絡を

お願いします。 

最寄駅は羽生田駅です。点字のチラシ・プログラムを作成します。 

 

記 

 

日 時 9 月 12 日（日）午後１時３０分～（開場時間午後１時） 

会 場 田上町交流会館 

出 演 鈴木洋（テノール） 

    佐々木友子（ともこ）（ヴァイオリン） 

    桑原純子（ソプラノ） 

曲 目 ◆鈴木独唱 

「前をみつめて」（鈴木洋作詞作曲） 

「オンブラマイフ」（ヘンデル）ヴァイオリンとのコラボ  

「水平線」「夕焼けに」（鈴木洋作詞作曲）他 

◆ヴァイオリン演奏 

「タイスの瞑想曲」（マスネ作曲）、「チゴイネルワイゼン」 

（サラサーテ作曲） 

◆ソプラノ独唱  

「笑顔」（鈴木洋作詞作曲）、「アヴェマリア」（ピアソラ） 

 「この道」（山田耕筰作曲） 
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チケット 一般 1，000 円  

障がい者およびガイドヘルパー、学生 500 円 

問合先  鈴木洋 電話 ０９０-７７２５-２２２７ 

メール  acappellahiro@ybb.ne.jp 

後 援  三條新聞  

新潟県視覚障害者友好協議会下越支部  

男声合唱団どんぐり 

新潟県うたごえ協議会 

 

 

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）触れぬ生活 不便増す コロナ禍の視覚障害者 栃木 

（２０２１年４月３日 下野新聞 朝刊） 

 店入り口にある消毒液の場所が分からない、間隔を空けて列に並ぶこと

が難しい。新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、視覚障害者の生活で

不便さが増している。「触ること」は大きな情報収集の手段だが、外出先

で物に触れて大きさなどを確認することがはばかられるという。当事者ら

は「困っている視覚障害者を見掛けたら、まず声を掛けてほしい」と支援

を求めている。 

 コロナ禍で「新しい生活様式」が求められるが、目が見えない、見えづ

らい人にとっては戸惑う場面が多いという。 

 栃木県視覚障害者福祉協会の須藤平八郎（すとうへいはちろう）会長

（７５歳）によると、店に入る時はまず手指消毒が求められるが、消毒液

の場所が分からず困るという。レジなどで列に並ぶ時は、床にソーシャル

ディスタンス（社会的距離）確保の表示があっても見えず、前の人が進ん

でも分からなかったり、逆に人に近づきすぎてしまったりする。 

 スーパーでは、例えば野菜に触れることで大きさや形、新鮮さを確認し

ていたが「今はなるべく触らないようにしている」。店員に「こういう物

４ 視覚障害者関連団体からの情報 
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が欲しい」と伝えて買っているという。 

 感染拡大に伴い、「街中で声を掛けてくれる人が少なくなった」と須藤

会長は感じている。福祉事業所などが外出を支援する「同行援護」も、公

共交通機関の利用や市町村をまたいだ移動などは「断られることもある」

と明かす。 

 困った時に助かるのが、近くにいる人の見守りや声掛けだ。同協会の加

藤範義（かとうのりよし）副会長（７４歳）は「白杖（はくじょう）を持

っている人、盲導犬を連れている人などが困っていそうだと思ったら『何

かお手伝いすることはありますか』と声を掛けてもらえたら」と話す。 

 加えて、視覚障害者はマッサージ業に携わる人が多く、人と接触する特

性上、利用客が減少し収入が減った人もいるという。 

 自治医大眼科学講座の渡辺芽里（わたなべめり）助教授は「見えづらさ

で困る生活にいつ自分がなるかは紙一重。目で困っていることの延長線上

に視覚障害者がいると知ってほしい」と理解を呼び掛けた。また、見えな

い人、見えづらい人へは自分や家族が新型コロナに感染した場合に備え、

かかりつけ医の電話番号などを確認しておくよう提案した。 

 

（２）視覚障害のある中１ 「院生」に プロの囲碁棋士目指し 埼玉 

（２０２１年４月１２日 毎日新聞 東京 夕刊） 

 視覚障害のある中学１年の岩崎晴都（はると）さん（１２歳）（さいた

ま市）が４月から、囲碁のプロ棋士養成機関の「院生」となった。日本棋

院によると、視覚障害のある人が院生になるのは初めて。岩崎さんは「目

が悪くても何か障害があっても、どういう人でも打てるのが囲碁の魅力。

プロになって井山（裕太九段）さんと打ってみたい」と抱負を語る。 

 岩崎さんは１歳の時、小児急性リンパ性白血病を患い、その後の長期間

にわたる闘病の中で弱視となった。右目はほとんど見えず、左目の視力は

０．０１。ぼんやりと見える左目で盤上の碁石の位置を確認しながら打っ

ている。 

 囲碁を始めたのは小学２年の時。祖父母の自宅１階にあった碁会所で囲

碁を打ったのがきっかけだった。小学５年の時に別の碁会所に通うように

なり、めきめきと腕を上げたという。岩崎さんは「その時からプロになり

たいと思うようになりました」と振り返る。 

 今年２月、岩崎さんの指導に当たる信田成仁（のぶたしげひと）六段

（６９歳）が「院生になりたいという弱視の子がいる」と日本棋院に相

談。日本棋院の担当者が面談し、岩崎さんを院生として受け入れることを
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決めた。信田六段は「集中力が抜群で決してぶれないのがいいところ」と

話す。 

 対局には、碁盤に置いた石を固定し動きにくくした視覚障害者用の碁盤

と碁石を使用。院生研修初日の３日、岩崎さんは４人と対局して２勝２敗

だった。岩崎さんは「いろいろと不安はありましたが、普通に対局できた

のでよかったなと思いました」と手応えを感じた様子だった。 

 岩崎さんが所属する日本棋院東京本院のプロ養成機関には約５０人の候

補生が所属。Ａ～Ｄの４クラスがあり、岩崎さんは一番下のＤクラスに所

属しプロを目指す。 

【情報センターからの補足】 

岩崎さんは令和元年１０月６日、７日に長岡市で開催された全日本視覚障

害者囲碁大会にも出場し、並み居る大人の囲碁愛好家を次々と破り、堂々優

勝されました。閉会式では視障協の木村理事長から記念品を授与しました。 

 

（３）爽快に風切る 土浦・霞ケ浦湖畔 ２人乗り自転車体験 茨城 

（２０２１年４月１９日 毎日新聞 東京 夕刊） 

 ２人乗りの「タンデム自転車」に対する理解を深めてもらおうと、茨城

県立視覚障害者福祉センター（水戸市）は１８日、県内の視覚障害者を対

象にした試乗会を開いた。１２人がタンデム自転車で土浦市内の霞ケ浦湖

畔約１０キロを走り、爽快感を楽しんだ。 

 タンデム自転車は、２人分のペダルとサドルが縦列に付き同時に駆動す

る。前席でハンドルを操作して方向や進路を決めるため、後席に視覚障害

者が座って楽しめる。２０１９年４月から県内で公道走行が解禁され、普

及に期待がかかる。 

 視覚に障害のある参加者は１回４人ずつ、計３回に分かれて試乗。ＪＲ

土浦駅西口を出発し、同市川口町まで約１時間かけて往復し、風を切って

霞ケ浦湖畔を走った。 

 水戸市から参加した久富雅之さん（４３歳）、真衣美さん（３７歳）夫

妻は「最初は少し怖かったが、慣れてくると風が気持ち良く楽しかった」

と話した。 

 

（４）聖火 九州駆ける 代表支える７１歳 内野さん 福岡 

（２０２１年４月２２日 西日本新聞 朝刊） 

 東京五輪の聖火リレーが２３日、九州で始まる。大分県から南に下り、

沖縄県から北上、５月１１日に福岡県に入る予定だ。福岡県久留米市を走
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るのは、東京パラリンピックの視覚障害者マラソン女子に出場する道下美

里（みちしたみさと）選手（太宰府市）を練習パートナーとして支えてき

た内野博己さん（７１歳）小郡市（おごおりし）。自らも視覚障害があ

り、金メダルを狙う道下選手とともに、どんなときでも諦めない姿勢を伝

えたいと願う。 

 内野さんが道下選手と出会ったのは約１０年前。自らが所属する福岡市

の「大濠公園ブラインドランナーズクラブ」に道下選手が加入してきた。

視覚障害者と伴走者が集うクラブだ。 

 「もっと走り込みたい。一緒に練習してもらえませんか」。あるとき、

道下選手から頼まれた。内野さんは当時、競技面だけでなく生活面での相

談も道下選手から受けており、道下選手は意欲的に長距離走に取り組むメ

ンバーの存在が刺激になったという。 

 ２人は月１～３回、小郡市の公園で練習するようになった。内野さんは

中央の視野が欠け、ドーナツ状にしか見えない難病。点字ブロックを頼り

にして、道下選手と１本のロープを握り合って１周５００メートルのコー

スを駆けてきた。 

 今の練習場所は宝満川（ほうまんがわ）の堤防道路。市民ランナー約２

０人の励ましも受け、道下選手にとって心休まる場でもあった。新型コロ

ナウイルス禍で取り巻く環境が一変し、練習相手が内野さんら数人に限ら

れてしまう中でも、道下選手は地道に走り続けた。 

 背中を押す立場の内野さんも１年前、両足の股関節を痛め、数十メート

ルしか歩けなくなったが、トレーニングで回復。「みっちゃん（道下選

手）の粘り強さを身近に見てきたから諦めようと思ったことはなかった」 

 ２人の思いは重なり合う。「視覚障害者が前向きに頑張る姿を見てもら

いたい」。誰もが先を見通せない時代の五輪とパラリンピック。さまざま

な人の「希望」となるような走りを誓う。 

 

 

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。 

 

５ 県内主要文化施設が企画・主催する行事 
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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 ７月上映会 

忘れない！戦場で傷ついた子どもたち【２０１５年／９８分／一部日本 

語字幕】 

世界各地で続く内戦や紛争で傷ついた子どもたちを受け入れ、治療を施

し、リハビリ指導をし、母国へ帰す活動を続けているドイツ国際平和村の

記録。 

出演 ドイツ国際平和村の子どもたち、東ちづる 

ナレーション 下條アトム 

  日時 ７月８日（木）、１５日（木）、２５日（日） 

いずれも、開場時間は午後１時、上映開始時間は午後１時３０分で

す。 

会場 ホール（県立図書館複合施設） 

申込 事前予約が必要ですので、県立生涯学習推進センターに電話でご連

絡ください。 

 

（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 

６月～８月開催の文化催事情報はありません。 

 

（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 

６月～８月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 ７月３日（土）午後２時～３時５５分 

作品名 「夢追いかけて」 2003 年 日本 

日時 8 月１５日（日）午後２時～４時５分 

作品名 「ウォーナーの謎のリスト」 2016 年 日本 

会場 中央図書館２階講堂 
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定員 先着１８０人 

料金 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 

催事内容は直接ご照会ください。 

 

（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 企画展示「人と植物のかかわり コーヒー」 

展示を通して、私たちの暮らしと密接に関係している植物への関心を高め、

理解を深めることを目的とします。 

 コーヒーをテーマとした展示は昨年に続き 3 回目の開催です。 

 コーヒーの原材料となるコーヒーの木がどのような植物かの解説や、家庭

での栽培方法についてご紹介します。また、昨年、植物園で収穫したコーヒ

ーの木の実からコーヒーを作った過程と試飲の様子をご報告します。 

期間 ７月１１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 夏季企画展「日蓮聖人と法華文化」 

２０２１年は日蓮の生誕８００年、佐渡入国７５０年という年にあたりま

す。日蓮は、法華経の教えを広める中、幕府や諸宗派を批判したとして佐渡

に配流されましたが、そこで日蓮宗の根幹となる書物を多数執筆しました。

赦免後には、身延山（みのぶさん）（山梨県身延町）で門弟の教導にあたり、

その教えは現在に伝わっています。 

本展覧会は、日蓮と縁の深い新潟と山梨の二県の県立博物館が連携し、日

蓮の生涯と法華文化を紹介します。 

期間 ７月１７日（土）～８月２９日（日） 

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 「川・街・港 変わりゆく風景」 

新潟の街を数多く撮影してきたアマチュアカメラマン桜井進一の作品を

展示。昭和３０～４０年代に見られた日常風景を始め、再開発で変化する

新潟港の姿など信濃川を軸に大きく変わる街の様子を紹介します。 

期間 ７月１７日（土）～８月２９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 東京交響楽団 第 121 回新潟定期演奏会 

日時 ７月１１日（日）午後５時～ 

会場 コンサートホール 

出演 ロン・ユー（指揮）、外村理沙（ヴァイオリン）東京交響楽団 

曲目 ムソルグスキー 歌劇『ホヴァンシチナ』 前奏曲 「モスクワ河の夜

明け」 

チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 二長調 op.35 

ムソルグスキー（ラヴェル編） 展覧会の絵 

定員 ２,０００人（コロナ対策で定員の１/２） 

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  

 

（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 林家三平 噺家生活３０周年記念公演 

三平師匠の 30 周年を記念して小遊三師匠、小朝師匠、ナイツが華を添

えます！ 

心地よい粋な落語と爆笑漫才をご堪能ください。 

日時 ７月４日（日）午後２時～ 

会場 長岡市立劇場・大ホール 



17 

出演 三遊亭小遊三、林家三平、春風亭小朝、ナイツ 

定員 １，５００人 

鑑賞料 全席指定 ４,５００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    

催事内容は直接ご照会ください。 

 

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「大地のハンター展」 

動物たちの「捕食」に注目し、生態系におけるその役割と重要性を解き明

かす科学展覧会。 

大型のワニやネコ科哺乳類、フクロウ、タカなどの猛禽類、トンボやハチ

など、主に国立科学博物館が誇る貴重な標本により、太古の昔から現代にい

たるまでの多彩なハンターたちの起源と進化をたどります。 

期間 ７月３日（土）～９月５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 

催事名 企画展「２５周年記念 るろうに剣心展」 

１９９０年代に「週刊少年ジャンプ」で連載が始まった大ヒット漫画『る

ろうに剣心－明治剣客浪漫譚（めいじけんかくろまんたん）－』。人斬りだっ

た過去に悩みながらも自分の生き方を模索する主人公の姿は少年漫画誌にお

ける新たなヒーロー像として読者に鮮烈な印象を与え、漫画のみならずアニ

メや映画を通じてこの作品は多くの人々を惹きつけてきました。原作者の和

月伸宏（わづきのぶひろ）は新潟県長岡市出身、作品にも縁の深いこの地で

連載当時の直筆原稿、カラー原画等２００点以上の資料を展覧します。 

期間 ６月１９日（土）～８月２９日（日） 

 会場 企画展示室 
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（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 創業２００周年記念 フィンレイソン展 

Ｆｉｎｌａｙｓｏｎ（フィンレイソン）は寝具等のデザインや生産を手掛

ける、北欧フィンランド最古のテキスタイルブランドです。北欧の自然や植

物、文化に着想を得たデザインは、２００年以上の歴史を重ねても決して色

褪せることがありません。伝統を守りながらも常に新しいものを追い求め、

作家トーベ・ヤンソンによる世界的キャラクター・ムーミン模様の生地の製

作にも取り組んでいます。 

設立以来、フィンレイソンは質の高い製品を通じて、国内外のひとびとに

最高の住まい方を提案し続けています。本展では１８００年代の見本帳や製

品をはじめ、１９００～２０００年代の代表的なデザイン、布や原画などの

資料から、北欧の暮らしに根差したテキスタイルブランドの歴史とデザイン

を紐解きます。 

期間 ６月２６日（土）～８月２９日（日） 

会場 新潟市新津美術館  

 

（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】御大典記念 特別展 よみがえる正倉院宝物 －再現模造

にみる天平の技－ 

正倉院宝物の再現模造は、明治時代に始まります。昭和４７年（１９７２

年）からは、材料や技法、構造の忠実な再現に重点をおいて、重要無形文化財

保持者（人間国宝）らの熟練の技と、最新の研究成果との融合によって生み

出されました。その精巧な数々を一堂に公開します。 

期間 ７月３日（土）～８月２９日（日） 

会場 企画展示室 
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【編集後記】 

田植えが始まり、水の張られた田んぼが綺麗な季節になりました。 

少し前、まだ田んぼが乾いている頃、近くの農道を車で走行中に目の前を

中型の動物が歩いているのを見かけました。 

ボリュームのある尻尾と大きめの耳が見えました。狸（たぬき）やハクビ

シンとは違う、猫でもない、なんだか狐（きつね）に似ているなぁと思い検

索してみると、新潟市内でも目撃情報がちらほら出ていました。 

私の勝手なイメージで、狐は北海道にしか生息していないものと思い込ん

でいたので、驚きと出会えたことに喜びを感じました。 

昔から民話の中に登場したり神様の使いとされていたり、狐は身近な動物

にもかかわらず、出会うことがなかったので不思議に思っていましたが、今

回の出来事で長年にわたり心の端っこに引っかかっていたものがスッキリし

ました。 

ちなみに北海道の「キタキツネ」に対して本州に生息しているのは「ホン

ドギツネ」というのだそうです。 

（山﨑） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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１５０号 ２０２１年６月） 

発行：社会福祉法人 新潟県視覚障害者福祉協会 

にいがたアイサポートセンター 

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 

 

次号１５１号は、 

２０２１年８月１７日発行予定です♪ 
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日常生活支援機器情報コーナー（no.５４） 

 

 「活字読上げ専用機器について」 

視覚障害者にとっていろいろな方法を用いて活字が読めるのはとても便

利です。パソコンにスキャナを繋ぎ、MyRead などのソフトを使う方法、

iPhone のカメラを使う方法、オーカムなど眼鏡式の機器を使う方法など

様々な方法があります。いろいろな方法の中で、認識の精度が高いのが、

「クラウド認識」を用いているものです。iPhone やエンビジョングラス

がこれに当たります。しかし、「クラウド認識機能」を使用するには、ス 

マホや iPhone という機器に限定されてしまい、ちょっと難しくて使えな

いという方も多く存在するのではないでしょうか？ 

そこで、今回は「よむべえ」について紹介します。「よむべえ」にはスキ

ャナタイプの据え置き型と、カメラで撮影する快速型の 2 種類がありま

す。実際の操作方法はどちらも比較的簡単で、数字のキーを押すだけで、

操作可能です。この「よむべえ」シリーズに「クラウド認識機能」が搭載

され、今年発売となりました。 

そこで、私は領収証やチラシなどいろいろな印刷物を通常の認識とクラ

ウド認識で試してみました。そうすると今まで読むのが難しかった領収証

などもある程度読んでくれ、認識精度もかなりよくなっていました。もち

ろんクラウド認識を使用しているので、iPhone などと同じ精度の認識結

果が得られます。 

この機能はオプション機能で、年間 2 千枚読める機能が 3 千円です。一

日 5 枚読んで約 2 千枚。まずはこの価格で使用しても十分かと思います。

購入時にはお試し 100 回が付いてきます。もちろんクラウド機能なの

で、インターネットが必須となります。 

また、クラウド認識では手書きのものも少しは認識します。私の所に届

いた郵便物の宛名が手書きで書かれていましたが、どなたから送られて来

たのか、理解する事ができました。 

多くの自治体で「音声読書器」として給付の対象にもなっています。活

字を読ませるのに困っている人は一度検討されてはどうでしょうか？ 

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 


