第 105 号 2013 年 12 月
新潟県点字図書館だより
今号の内容
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お役立ち情報

３ページ

●新潟県視覚障害者福祉協会から行事のお知らせ
●視覚に障害のある方のための支援ネットワーク「ささだんごネッ
ト」が立ち上がりました！
●第 7 回北信越盲学校卓球大会の成績紹介
●日本点字図書館では、
「愛の小鳩・点字カレンダー」を希望される
方に無料で送付しています
●「訪問マッサージ友の会」の会員及び賛助会員募集のお知らせ
●「かがり火 2014」～春よこい in ぎふ～のご案内
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図書紹介コーナー ８ページ
●図書選定委員 小川 晃さん（新潟市中央区）の図書紹介
「講談社 ブルーバックス」から紹介
●他の図書選定委員からの一押図書

３ 功労表彰などの受賞者の紹介

10 ページ

●厚生労働大臣表彰・福祉ボランティア功労
●新潟県知事表彰・社会福祉事業奉仕功労
●鉄道弘済会・朗読録音奉仕者感謝の集い
●新潟市社会福祉協議会（江南区）・点字図書館事業協力功労
●音楽コンテストでの受賞者紹介
★10 周年記念ゴールドコンサート
★ヘレン・ケラー記念音楽コンクール
４ 10 月・11 月登録の新刊製作ボランティア及び平成 25 年の
図書校正・モニターボランティアの皆さん紹介 11 ページ
●10 月・11 月登録の新刊製作ボランティア 49 名
●平成 25 年図書の校正・モニターボランティア 133 名
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５ 点字図書館から 13 ページ
●点字図書館から大事なお知らせ！
★不要になった書換え可能のＣＤ（ＣＤ-ＲＷ）をお譲り下さい
★雑誌一覧及び年間図書増加目録の配布方法を変更します
★カセット版の図書及び雑誌の提供方針について
★平成 26 年 2 月発行のメールにいがた（106 号）から、別冊
「新刊案内」の墨字版及び録音版の掲載順を一部変更します
●年末の図書貸出しのお申込みはお早めに！
●柏崎市で移動点字図書館を開催しました
●「新潟日報」に、新潟県の視覚障害者支援体制の現状が大きな囲
み記事で掲載されました
●職員の異動
６ Ｑ＆A 16 ページ
Q：
「メールにいがた」
（図書館だより／新刊案内）を「墨字版」で定
期送付してもらっているが、デイジー版に変更したい。年度途中
でも送付媒体を変更してもらうことは可能でしょうか？
７ 開館及び電話受付時間と 12～2 月の休館日

巻末

17 ページ

「日常生活支援機器情報コーナー no.9」

「Windows XP のサポート終了」
記字掲載ご協力 株式会社ラビット 代表取締役 荒川明宏 様
※１

新刊案内（10～11 月分）は別冊

点字 42 タイトル、音訳 61 タイトル
※２

県内主要文化施設の催し紹介（12 月下旬～2 月中旬）の

点字版及び墨字版は別冊、録音版は本編の最後に収録
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１

お役立ち情報

●新潟県視覚障害者福祉協会から行事のお知らせ
新潟県視覚障害者福祉協会が実施する 12 月から 2 月の主な行事等を
お知らせします。
お問合せ、申込みは視覚障害者福祉協会事務局へ
TEL 025-381-8130 FAX 025-381-8120
★平成２５年度日盲連北信越ブロック代表者会議並びに青年部協議会及
び女性部協議会開催のご案内
平成 25 年度は新潟県南蒲原郡田上町で次の日程で開催されます。
期日：2 月 15 日（土）～16 日（日）
会場：湯田上温泉「ホテル小柳」
南蒲原郡田上町湯田上温泉 電話：0256-57-5000
日程：
【１日目】２月 15 日（土）
午後０時 30 分～ 受付
午後１時 30 分～ ２時 10 分 開会式
午後２時 20 分～ ５時 代表者会議、青年部及び女性部協議会
女性部協議会の前半は、研修会テーマ「もっと煌く心の瞳」につ
いての講演会があり、一般参加が可能です。女性部協議会の後半が
役員による会議となります。
講演会・研修会テーマ「もっと煌く心の瞳」
講師 宮澤正子氏（新潟県立大学・子ども学科、その他講師）
午後６時３０分～８時３０分

懇親会

【２日目】２月１６日（日）
午前 9 時～10 時

講演会「中央情勢報告」（仮題）
講師 （福）日盲連会長 竹下義樹氏
午前 10 時 5 分～35 分 全体会
午前 10 時 40 分～11 時 閉会式
参加申込：新潟県視覚障害者福祉協会の会員で参加を希望される方
は、次にご留意の上、１２月２０日（金）までに（期限厳守）、参
加に係る必要事項を県視障協事務局へご連絡ください。
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（1）参加費（付添者も参加する場合は、同額が加算となります。）
１人 16,000 円（１泊２食・懇親会経費含む）
懇親会出席で宿泊しない方は、１人 11,000 円となります。
参加費は、当日受付でお支払いください。
（2）最寄ＪＲ駅への送迎について
１日目の２月１５日（土）は、田上駅及び加茂駅に次のとお
り、迎えの車を配車します。
・上り 田上駅着１２：３９（新潟駅発１２：０５）
・下り 田上駅着１２：２５（長岡駅発１１：４２）
・下り 加茂駅着１１：３８（快速・くびき野３号の場合）
２日目の２月１６日（日）は、田上駅に次のとおり、送りの
車を配車します。
・上り 田上駅発１１：４０（長岡行）
・下り 田上駅発１２：２５（新潟行）
（3）昼食の斡旋について
昼食ご希望の方に、両日とも各１，０００円で斡旋します。
１日目：２月１５日（土）弁当
２日目：２月１６日（日）カツカレー（サラダ付き）
（4）参加申込に際し必要な連絡事項（９項目）
①市町村名、②氏名、③付添者がいる場合は付添者の氏名（氏名
の読み）、④性別、⑤必要とする資料の種類（点字か墨字か）
、⑥宿
泊の有無、⑦盲導犬の有無、⑧２月 15 日及び２月 16 日の昼食希
望の有無、⑨JR を利用する方にあっては、１日目の最寄駅到着時
間、２日目の最寄駅乗車時間（これは、
（2）記載の送迎車手配の参
考にするものです。
）

★お茶を飲みながら情報交換しませんか！
～ふれあい・いきいきサロン～
４月から、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、皆さんお誘い合わせの上、お気軽にお
出でください。
12 月・１月・２月の開設のお知らせです。なお、平成 26 年１月の
第１木曜日（２日）は、年始休暇のために休みとします。
１２月５日（木）、１９日（木）
・２階「ミーティングルーム」
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１月１６日（木）・２階「ミーティングルーム」
２月６日（木）、２０日（木）・２階「ミーティングルーム」
●視覚に障害のある方のための支援ネットワーク「ささだんごネット」が
立ち上がりました！
病気や事故などで視力に障害が生じ、日常生活などで様々な不安をお持
ちの方々を支援する組織「新潟県視覚障害リハビリテーションネットワー
ク（通称：ささだんごネット）
」が、6 月に立ち上がりました。
見えにくくなったことによる、読み書き、外出、家事等の日常生活に
関すること、学校での勉強や職場での仕事に関すること、生きがい・楽
しみづくりに関すること、福祉制度に関することなど、不安や悩みに応
じ様々な支援をしていきます。
「ささだんごネット」の構成団体・機関は、次のとおりです。視覚障害
でお悩みの方がおられましたら、どの団体・機関でも結構です。お気軽に
ご相談ください。身体障害者手帳の有無は問いません。
★新潟大学医歯学総合病院・眼科 ロービジョン外来
025-227-2615
★社会福祉法人新潟県視覚障害者福祉協会 025-381-8118
★新潟県視覚障害者のリハビリテーションを推進する会（NPO 法人オ
アシス） 025-267-8833
★新潟県立新潟盲学校
★新潟県点字図書館

025-286-3258
025-381-8111

★新潟市障がい者 IT サポートセンター

025-262-7774

●第 7 回北信越盲学校卓球大会の成績紹介
去る 11 月 7 日～8 日に新潟市で第 7 回北信越盲学校卓球大会が開催
されました。参加校は北信越地域の盲学校５校（新潟県立盲学校、長野県
松本盲学校、長野県長野盲学校、石川県立盲学校、富山県立富山視覚総合
支援学校）で、各試合とも熱戦が繰り広げられました。
【個人戦（公式戦）
】
A１男子（マスク有）
1位

富山、2 位 石川、3 位 新潟（樋口啓太郎）

A１女子（マスク有）
1 位 富山、2 位 松本、3 位 新潟（市川凪沙）
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B１男子（マスク無）
1 位 松本、2 位 長野、3 位 富山
B１女子（マスク無）
1 位 富山、2 位 松本、3 位 新潟（鈴木彩花）
【交流戦】
A2（マスク有） 1 位・松本
B2（マスク無） １位・新潟（関一聖）
【団体戦（公式戦）
】
1位

松本、2 位 新潟、3 位 富山

●日本点字図書館では、
「愛の小鳩・点字カレンダー」を希望される方に無
料で送付しています
日本点字図書館（東京都）では、毎年、
「愛の小鳩・点字カレンダー」
（墨
字併記）を、ご希望の方に無料で送付しています。2014 年のカレンダー
送付が始まっておりますので、ご希望の方は、日本点字図書館（代表電話
03-3209-0241）へお申し込み下さい。
お電話の際には、
「愛の小鳩・点字カレンダーの送付を希望」とお伝えく
ださい。お一人様あたり 2 部まで、無料で送付していただけます。在庫が
なくなり次第受付終了となりますので、ご希望の方はお早目にお申し込み
ください。
●「訪問マッサージ友の会」の会員及び賛助会員募集のお知らせ
訪問マッサージは、一人でマッサージを受けることができない患者さん
に対し、車で自宅に直接訪問し健康保険によるマッサージ治療を行うとい
う重要な仕事です。この訪問マッサージ業には多くの視覚障がい者がマッ
サージ師として働いていますが、ここ数年、訪問マッサージ業者の急増と
療養費の増嵩などにより、国では訪問マッサージ業の就労や療養費のあり
方が検討されています。また、団塊の世代の高齢化に伴い、リハビリテー
ションのニーズは 2025 年頃までは増大する見込ですが、それ以降は需要
と供給のバランスが崩れ、訪問マッサージ業は多難な時代を迎えると言わ
れています。
これらことから、有志で立ち上げた「訪問マッサージ友の会準備会」で
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は、例会として技術学習や交流会を重ねてきました。そしてこの度、これ
らの活動を更に深めながら、地域の訪問マッサージ業を健全に発展・充実
させていくことを目指し、
「訪問マッサージの会」を正式に発足する運びと
なりました。
会の活動は、マッサージの技術学習と会員の交流です。訪問マッサージ
業に従事されている多数の方々のご参加をお待ちしています。マッサージ
の学習は初めてという人や、悩みがあるという人も大歓迎です。
なお、正会員ではなく賛助会員として会の活動に協力したいという方も
歓迎します。皆様多数のご参加をお待ちしています。
★「訪問マッサージの会」結成大会
日時：平成 26 年 3 月 30 日（日） 午後 1 時～
場所：新潟市総合福祉会館
★ 問合せ・申込み先
携帯 090-7725-2227 （準備会事務局

五泉市

鈴木洋）

携帯アドレス mai-hiro.450@docomo.ne.jp
PC アドレス acappellahiro@ybb.ne.jp
●「かがり火 2014」～春よこい in ぎふ～のご案内
社会福祉法人岐阜アソシアが、全国の独身視覚障害者男女の出会いの場
として毎年開催している「かがり火」
、今回は参加された皆さんに沢山お話
ししていただけるよう、フリータイムが多く設けられています。思い出に
残る 1 日として楽しくお過ごしください。
日時：３月 16 日（日） 午前 10 時～午後 4 時 30 分
会場：じゅうろくプラザ（JR 岐阜駅すぐ隣）
岐阜市橋本町 1-10-11 TEL 058-262-0150
参加資格：独身の視覚障害者など（男女とも 20 歳～60 歳程度まで）
参加費：昼食付きで、男性 6,000 円、女性 5,000 円、付き添いの方
は男女とも 6,000 円
定員：40 名程度
駅の送迎：ＪＲ岐阜駅、名鉄岐阜駅からの送迎のみになります。他の
駅などを経由して来場される方は、各駅係員へ直接案内をお申込み
下さい。
7

宿泊ホテルの紹介：前後の宿泊を希望される方にはホテルをご紹介しま
すのでご連絡ください。ご予約は各自でお願いいたします。
申込み方法：所定の参加申込書に必要事項を記入し、郵送またはファッ
クス、E メールでお申し込みください。申込書はホームページ
（http://www.gifu-associa.com/kagaribi.html）からダウンロー
ドすることができます。当館にも用意してありますので、お申込み
に当たり当館の代筆サービスを希望される方は、その旨お申し出く
ださい。
申込み期限：１月９日（木）
申込み・問合わせ先：
社会福祉法人 岐阜アソシア（視覚障害者生活情報センターぎふ）
〒500－8815 岐阜市梅河町 1－4
TEL 058-263-1310 FAX 058-266-6369
E-MAIL associa@ccn.aitai.ne.jp

２

図書紹介コーナー
図書選定委員 小川 晃さん（新潟市中央区）

私のおすすめの本
講談社から出版されている書籍にブルーバックスという新書があります。
この本、さまざまな分野の科学の基礎知識をわかりやすい文章で説明して
くれます。
初めてこのシリーズに出会ったのは、高校生の時。
「生物学」担当の先生
に科学に関する本を読んで読書感想文を書くように言われました。当時か
ら小さい文字を読むのが苦手だった私は、教科書以外の本は小説を含めほ
とんど読んだことがありませんでした。しかたなく本屋さんに行って、選
んだのがなぜかブルーバックスの「光合成」（おそらく絶版）の本でした。
とても内容は難しいのですが、説明がわかりやすく、珍しく最後まで読ん
だのを覚えています。
それ以来、医学や科学の専門書を読む前には、一般向けに書かれている
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入門書としてブルーバックスを読むようにしています。今まで読んだ中か
ら３冊をおすすめします。
★「新・脳の探検（上・下）」 フロイド・E・ブルーム著
ーバックス

講談社ブル

（2010 年）

脳・神経系の基本的な構造と働き精神活動や行動、精神的疾患との
関連について解説しています。
点字データ製作中
★「免疫とはなにか」

野本亀久雄著

講談社ブルーバックス

（1987 年）
一度かかった病気には二度とかからない免疫の仕組みをわかりやす
く解説しています。
カセット標準

全5巻

★「ジムに通う前に読む本」 桜井静香著 講談社ブルーバックス（1987
年）
ジムで行われるさまざまな運動について、その理論と効果を解説し
てくれます。
点字：４冊、デイジー：5 時間 55 分

他の図書選定委員からの一押図書
「磯見漁師

斉藤凡太句集」斉藤凡太著

デイジー製作中

河童の私には、俳句は大事な浮き輪である。河童は水を離れては生きられ
ない。俳句という浮き輪につかまりながら、世の荒波を命の限り全力で泳
いで行きたいと思っています。大正 14 年新潟県生まれの漁師がつむぎだ
す日々の言葉を収録。
「私にふさわしいホテル」柚木麻子著

点字４冊・デイジー製作中

「元アイドルと同時受賞」という、史上最悪のデビューを飾った新人作家・
中島加代子。さらに「単行本出版を阻止される」「有名作家と大喧嘩する」
「編集者に裏切られる」
・・・絶体絶命のトラブルに次々と襲われる羽目に。
しかし、あふれんばかりの野心と、奇想天外なアイデアで加代子は自分の
道を切り拓いていく―。何があってもあきらめない不屈の主人公・加代子。
これぞ、今こそ読みたい新世代の女子下剋上物語。
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「さよならの先」志村季世恵著 点字・デイジー製作中
いのちの終わりが迫った人が、大切な人に残す「最後のメッセージ」。自分
が死んだ後も、家族や恋人を支え続けられる言葉とは? たくさんの末期が
んの人に寄り添い、ただ死を待つのではなく、最後まで何かを生み出そう
とする、そのお手伝いをしてきたセラピストによる、心震えるエッセイ集。
「ふぁいと！卓球部」横沢彰著 点字２冊・デイジー3 時間 53 分
亀が丘中学校の１年生、拓が入った卓球部は人数が少なくて廃部寸前。練
習場所も体育館ではなくて、その脇の倉庫。練習試合で女子卓球部に勝て
ば、体育館で活動できるというのだが・・・。

３

功労表彰などの受賞者の紹介

ボランティア
●厚生労働大臣表彰・福祉ボランティア功労
（大臣感謝状／１１月２３日）
《点訳》 木戸貞男（きどさだお） 長岡市
●新潟県知事表彰・社会福祉事業奉仕功労
（１０月２３日）
《音訳》 狩谷ケン子（かりやけんこ）

五泉市

《点訳》 瀧澤和子（たきざわかずこ）

新潟市秋葉区

（善行／１１月１４日）
《点訳》 得永千恵子（とくながちえこ） 新潟市南区
●鉄道弘済会・朗読録音奉仕者感謝の集い
（奨励賞／10 月１６日）
《音訳》 窪田佐代子（くぼたさよこ）

新潟市中央区

羽賀ゑみ（はがえみ） 新発田市
●新潟市社会福祉協議会（江南区）・点字図書館事業協力功労
（１１月９日）
《作業ボランティア》

加藤良子（かとうよしこ） 新潟市江南区
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●音楽コンテストでの受賞者紹介
今年の秋に開催された全国規模の音楽大会に出場され、見事受賞の栄誉
を勝ち得た本県からの出場者を紹介します。
★ 10 周年記念ゴールドコンサート
「音楽は、バリアフリーだ。」をテーマに毎年開催されている、障がい
をもつミュージシャンの音楽コンサートです。
今年は 10 周年記念ゴールドコンサートとして 10 月 14 日(月・祝)
に東京国際フォーラムで開催され、ピアノ弾き語りで出場された、三条市
の佐藤英里（さとう

ひらり）さん、小学 6 年が「審査員特別賞」を受

賞しました。
★ ヘレン・ケラー記念音楽コンクール
1949 年に音楽家を志す盲学生の登竜門として始まった音楽コンクー
ルで、辻井伸行さん等の国際的に活躍している音楽家を輩出しています。
今年は、11 月 16 日（土）に東京都内のトッパンホールで開催され、
創作・編曲の部で出場された、新潟市の川崎春香（かわさき はるか）さ
ん、小学 6 年が「奨励賞」を受賞しました。

４

10 月・11 月登録の新刊製作ボランティア及び平成 25
年の図書校正・モニターボランティアの皆さん紹介
（五十音順敬称略）

【点訳】
（20 名）
伊井弘子/巌和郎/大竹とも子/岡武文/荻野妙子/加藤良子/金田しづ子
金田直子/小池博美/佐藤久美子/佐藤美智子/白井順子/善如寺深雪
富樫栄子/得永千恵子/冨井タミ/古澤加代子/北条悦子/宮川絢子/渡辺武
【音声訳】（23 名）
井上ユウ子/大関江美子/加藤美起子/嘉藤百合/川瀬玲/齋藤加代子
齋藤久美子/斉藤正子/杉山よし子/髙野節子/高橋憲子/高橋百合子
戸島美江/冨所純子/豊田直子/豊田三世/中村しのぶ/羽賀ゑみ
速水美智子/山口明美/山森玲子/八幡和歌子/横山喜代子
【デイジー編集】（6 名）
狩谷ケン子/柴田弘子/中村一江/林章子/横山トシ子/吉岡廣子
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【平成 25 年図書の校正・モニターボランティア】
点字・録音図書製作をすすめる中で、原本との照合などの校正は正確な
図書製作に欠かせない作業の一つです。この１年間校正やモニターチェッ
クにご協力いただいたボランティアの方々および利用者の方々をご紹介い
たします。１年間ありがとうございました。
（点字図書校正 ９５名）
明田川美子/安達文子/荒木和子/飯塚知子/五十嵐陽子/井口和子/
池上孝治/池田慎子/石田絢子/和泉美智/市川トシ子/市川ユキエ/
伊藤いつよ/岩崎瑠美子/岩島モヨ子/植村苑子/大竹とも子/小方文代/
岡本敞子/荻野妙子/小根山啓子/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/鎌田勝七/川上幸子/菊地啓子/木戸貞男/木
伏美佐子/木村明子/熊木留美子/呉井康子/栗林禧躬子/桑原けい子/
桑原勝枝/剱持文子/小島さち子/小林フユ/小林みつ子/小林恭子/
小林保子/小林涼子/小森和子/小柳冷子/坂爪文子/佐藤久美子/
佐藤スミ/佐藤智子/塩野実/紫竹美和子/周佐慶子/白井順子/菅井茂子/鈴
木恵子/関恵一/関沢都志子/善如寺深雪/高井和代/高鴨良子/
高橋朗子/瀧澤和子/竹内利佳子/武本寿子/田辺澄恵/田辺のり子/
田村真佐子/千葉ヒロ子/忠邦夫/富樫栄子/冨井タミ/内藤京子/
中村和巳/難波美津子/新田見明子/根岸孝子/長谷川寅一/林依子/
古谷美恵子/増田清江/松沢直子/三間榮治/皆川貞子/皆川陽子/
宮川絢子/宮崎玲子/村山治子/罇和也/森玲子/弥田カウ/山田美恵子/
山本喜美子/渡辺洋子
（点字図書モニターチェック・触読 10 名）
井上克己/牛腸さち子/須佐ヒトイ/高橋直人/田中貞夫/広川良之/
本間のり子/水戸嘉左衛門/柳美也子/山本安光
（点字図書モニターチェック・墨字対面校正など 12 名）
荒木和子/宇津野桂子/金子了子/呉井康子/小池博美/小林恭子/
佐藤久美子/柴田弘子/鈴木桂子/瀧澤和子/得永千恵子/諸橋茂/
（録音図書校正 １６名）
遠藤直子/金子正 /鯉江初子/小林喜代子/小松栄子/近藤信江/
斉藤正子/佐合ヒロ子/笹原智子/高橋百合子/竹内陽子/中村一江/
林章子/前田久美子/山口明美/吉倉千恵
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５

点字図書館から

●点字図書館から大事なお知らせ！
当館の運営環境が年々厳しさを増してきている状況を踏まえ、次の
事項について、皆様にお願い等をさせていただくことになりました。
皆様のご理解・ご協力をお願いします。
★不要になった書換え可能のＣＤ（ＣＤ-ＲＷ）をお譲り（無償）く
ださい
省資源型事業の推進や当館運営経費の節減を図るため、書き換えが可
能なＣＤ（ＣＤ-ＲＷ）で不要なものがありましたら、無償でお譲り下さ
い。デイジー図書、デイジー雑誌等の再書込み用ＣＤ-ＲＷとして、当館
で再利用させていただきます。
枚数が多く郵送用ケース等が必要な方は、当館までご連絡下さい。
★ 雑誌一覧及び年間図書増加目録の配布方法を変更します
年に一度発行している「雑誌一覧」と「年間図書増加目録」は、今
まで利用登録者全員に送付していましたが、省資源型事業の推進、当
館運営経費の節減、本年度のアンケート結果での皆様の利用状況等を
踏まえ、次回発行から希望者（常時手元に置きたい方）へのプライベ
ートサービスとして、有償配布する方式に変更させていただくことに
しました。有償配布の方法等その詳細については、次号でお知らせい
たします。
なお、貸出しを希望される方へは、一般の図書貸出しと同じ方法で
貸出しを行います。
また、カセット版の年間図書増加目録について、その製作を継続す
る方向で検討してきましたが、次回から中止させていただきます。
★ カセット版の図書及び雑誌の提供方針について
カセットテープを媒体とした録音情報の提供に関して、消耗品及び機
器の今後の供給に不安があり、いずれはカセットテープでの情報提供が
困難になることが予想されます。このような状況を踏まえ、当館では今
後のカセットテープの情報提供方針を以下のように定めています。
（1）カセット録音図書は、新規製作を中止します。貸出しは継続し
ます。
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（2）カセット録音雑誌は、新規の購読受付を中止します。現在利用さ
れている方へは、発刊されている間は貸出しを継続します。
（3）図書館だよりカセット版は、新規の配布受付を中止します。現在
利用されている方へは、当面の間配布を継続します。
※ カセット版をご利用されている方は、デイジー版等他の形態へ
の早期の変更をお願いします。
当館では、デイジー（CD）図書及び雑誌の利用に不安がある方に、
機器の操作サポートや機器の貸出を随時行っています。
機器を使い始めることが心配な方、どのような機器を購入した
らいいか迷っておられる方は、是非当館にご相談ください。
★ 平成 26 年 2 月発行のメールにいがた（106 号）から、別冊「新
刊案内」の掲載順等を一部変更します
偶数月に発行している本誌「メールにいがた」の別冊「新刊案内」
は、点字版、墨字版、録音版（CD・カセット）及び E メール版を発行
していますが、より見やすく・より探しやすくするため、来年 2 月発
行号（106 号）から掲載順等を、次のように変更させていただきます。
（1）墨字版及び録音版の掲載順を、最初に録音図書（デイジー、一般
ＣＤ等）、次に点字図書の順とします（現在は、最初が点字図書、
次が録音図書の順です）
。
なお、点字版の掲載順は、今まで通り変更はありません。
（2）検索番号を点字、デイジー、一般ＣＤ等の資料種別毎に 1 番か
ら付けることにしました。また、番号の前に資料種別の名称（点
字、デイジー、一般ＣＤ等）を新たに入れることにしました。
（現在は、番号の前に資料種別名称は入っておらず、全て通し番
号になっています）
。
●年末の図書貸出しのお申込みはお早めに！
年末の図書貸出しのお申込みは、12 月 20 日（金）午後 5 時までに電
話、E メールなどでお願いします。貸出し希望が非常に集中する時期です
ので、お早めのお申込みにご協力をお願いします。
●柏崎市で移動点字図書館を開催しました
今年度の移動点字図書館は、９月２９日（日）柏崎市総合福祉セン
ターを会場に開催いたしました。当館の利用案内、図書貸し出し、デイジ
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ー図書（ＣＤ図書）再生専用機の操作説明、点字体験、拡大読書器・情報
機器等の展示、日常生活用具の注文受付、公共図書館紹介、柏崎市点訳・
音訳グループ紹介、お菓子・軽食販売と盛りだくさんな内容で行いました。
今回は初めて講演会を開催し『視覚障害者の情報収集について』、（株）ラ
ビット代表取締役の荒川明宏氏よりお話しいただきました。また午後から
は、視覚障害者、点訳・音訳ボランティアさん、点字図書館職員による交
流会を行いました。
柏崎の点訳・音訳グループの活動内容をお話しいただき、点字製作の工
夫、音訳していく上での悩み等、具体的なお話を聞く事ができました。ま
た視覚障害者の方々からも、忌憚のないご意見をいただきました。市の障
害福祉担当、公共図書館職員も参加してくださり、情報交換できた点は貴
重な機会を得る事ができたと思います。
この度移動点字図書館を開催するにあたり、柏崎市のご協力により、市
内在住の視覚障害者手帳をお持ちの世帯宛てにご案内いただきました。新
規で３名の方が利用登録され、６９名の方々にご来場いただきました。当
館も地域のボランティア団体も利用者の拡大という点で、同じ課題を抱え
ていると感じました。今後も関連団体と協力体制を取りながら、この事業
を開催していく必要性を感じました。
当日は地元ボランティアの皆様、行政の方々、柏崎視障協様、業者の方々
など、多くの皆様にご協力いただきました。ありがとうございました。
●「新潟日報」に、新潟県の視覚障害者支援体制の現状が大きな囲み記
事で掲載されました
11 月 8 日の新潟日報に、「弱視者支える人材不足」との大見出しで、
本県の視覚障害者支援体制の現状を伝える記事が掲載されました。この記
事の全文は、当館発行のデイジー雑誌「トピックス悠久」の「11 月 19 日
号」でお読みいただけます（記事番号４番）。
雑誌「トピックス悠久」の定期貸し出しを受けていない方でも、この号
のみを、個別にお送りすることができますので、お読みになりたい方は、
その旨お申込みください。
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●職員の異動
昨年 6 月から当館に勤務していただいておりました吹越職員が、都合に
より 12 月 31 日で退職されることになりました。日本点字図書館での勤
務経験を生かし、プレクストーク等のデジタル情報機器や当館のＩＴ関連
の環境整備に大きな力となっていただきました。
来年 1 月から当館の業務体制は 7 名から 6 名になりますが、サービスに
影響がでないよう努めさせていただきます。利用者の皆様のご理解・ご協
力をお願いします。
～吹越職員から～
昨年 6 月から当館で働かせていただき、本当にたくさんの利用者の皆様
にお世話になりました。お電話にて、巷で話題の本をめぐって、楽しく情
報交換させていただいたこと。プレクストークの操作講習会の場で、利用
者の皆様から貴重なご意見と、数多くの励ましのお言葉をいただけたこと。
そのひとつひとつが、忘れがたい思い出です。
短い期間ではありましたが、本当にお世話になりました。

６

Ｑ＆A

利用者の皆様から寄せられたご質問やご意見に、お答えします
Q：「メールにいがた」（図書館だより／新刊案内）を「墨字版」で定期送
付してもらっているが、デイジー版に変更したい。年度途中でも送付媒
体を変更してもらうことは可能でしょうか？
A： 「メールにいがた」の送付媒体（文字種別）の変更は、随時、受け付
けております。「メールにいがた」には、点字版、墨字版、デイジー版、
E メール版があり、
「送付できるのは、お一人様あたり、１媒体のみ」と
いう原則はありますが、墨字版をデイジー版に変更したり、点字版をデ
イジー版に変更したりといった変更は、いつでも可能です。送付媒体の
変更をご希望の方は、当館まで、その旨、お申し出ください。なお、E
メール版については、既に、点字・墨字・デイジーにて、
定期送付を受けている方にも、同時に、お送りすることが可能です。
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７

開館及び電話受付時間と 12～２月の休館日

●開館及び電話の受付時間
午前 9 時～午後 5 時
●12～２月の休館日
★12 月の定例休館日
２日（月）・９日（月）・16 日（火）・23 日（月）
・24 日（火）・
29 日（日）～31 日（火）
★1 月の定例休館日
1 日（水）～3 日（金）
・6 日（月）
・13 日（月）・14 日（火）・
20 日（月）
・27 日（月）・
★2 月の定例休館日
３日（月）・10 日（月）
・12 日（水）
・17 日（月）・24 日（月）
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【編集後記】
12 月、北風が冷たく肌に刺すような季節の到来ですね。
先日、実家で「炭酸が体にいいよ！」と言われ、我が家でもやりだした
のが、お風呂に入浴剤を入れて温まることです。透明なものから濁り湯ま
で、色も香りも様々、そして、おしゃれな袋入り。この入浴剤を使うのが
楽しみになりました。
寒い時季、外から帰ってゆっくりとあったまって、ほかほかを満喫した
いと思います。

（齊藤）

18

メールにいがた（新潟県点字図書館だより）
（第 105 号 2013 年 12 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
新潟ふれ愛プラザ内
TEL 025-381-8111 FAX 025-381-8115
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.9）
「 Windows XP のサポート終了」
来年の 4 月 Windows XP と Office 2003 のサポートが終了します。
サポートの終了とはどのようなことなのかを少し考えてみましょう。マイク
ロソフト社では、ソフトが発売になってから 10 年間サポートを行います。し
かし、10 年後にはサポートを行わないという指針を出しています。これに基
づき、Windows XP、Office 2003、IE6 のサポートが平成 26 年 3 月で終
了となります。サポートが終了となるということでよく「パソコンが使用でき
なくなる」と思われる方がいますが、パソコンの電源が入らなくなったり、ソ
フトが起動しなくなったりすることではありません。
サポート終了は 1．Windows アップデートの終了、2.ソフトの使用方法な
どの操作に関する質問受付けの終了、の二つがあげられます。実際に現在サポ
ート終了となっている Windows98 や ME も動いていますので、それより快
適に使うことは可能でしょう。サポート終了で実際に困ることをいくつかあげ
てみましょう。
1.ウイルス対策ソフトが使用できなくなる。
マイクロソフトがサポートを終了したことにより、ウイルス対策ソフト
のメーカーなども Windows XP への動作を保障しなくなります。つま
り、ウイルス対策ソフトが入っていない状態でパソコンを使用するという
結果になります。
2.パソコンの修理後の復旧が難しくなる。
壊れなければ今のままパソコンは使用できますが、壊れてリカバリーや
パソコンを修理に出した場合、XP のサポートは終了していますので、今
までのようにソフトをインストールすることは難しく、Windows XP が
不安定な状態で動く可能性があります。
これらのことを考えると、自分一人でインターネットにつながずに、日記を
書くなどの用途でパソコンを使用することは問題ないかもしれませんが、人と
やり取りをするメールやインターネットの使用はウイルス感染などの危険性
も考えると使用しないほうがよいと思われます。現在パソコンを購入すると W
indows 8.1 となります。XP とはかなり操作が異なりますので、なれるまで
は時間がかかるかも知れません。
今から早めの対策を考えましょう。
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