第 121 号 2016 年 8 月
新 潟 県 点 字 図 書 館
今号の内容
1 点字図書館から 3 ページ
●「移動点字図書館（魚沼市）」のご案内
●「iPhone体験会」のご案内
●寄贈図書等の紹介
（1）2016 年 上期 ライオン快適生活情報（大活字版）
（2）クイールはもうどう犬になった（点字シール付き絵本）
（3）ポピュラーソングアルバム ギターを楽しみながら（点字）
（4）山田耕筰歌曲集・全 20 曲（点字）
（5）年譜で読むヘレン・ケラー 改訂増補版（点字）
●第 155 回芥川賞・直木賞作品貸出し等のお知らせ
●質問にお答えします
Ｑ1：シネマデイジーで「男はつらいよシリーズ」全 48 作を作っても
らえませんか。また、ほかの新しい映画も楽しめますか。
Ｑ2：毎年、新潟ふれ愛プラザで「ふれて楽しむ美術展」が開催されて
いましたが、ここ数年は開催されていないようです。このような美術
展はそうそうないので、楽しみにしていました。今後の予定はありま
すか。
2 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
（1）
「ふれあい・いきいきサロン」のご案内
（2）入院時における同行援護等の利用範囲が広がりました
（3）チャリティーイベント 2016 映画「愛を積む人」バリアフリー上
映会のご案内
（4）
「新潟県視覚障害者ふれ愛フェスタ」のご案内
●「第 15 回新潟県障害者芸術文化祭」の出展作品と出場者を募集中！
●新潟県文化祭 2016「伝統連々祭」のご案内
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●あいあいふれあい広場のご案内
●新潟県視覚障害者サウンドテーブルテニス大会のご案内
3 功労表彰などの受賞者のご紹介 11 ページ
●社会福祉法人 日本盲人社会福祉施設協議会奉仕活動表彰
4 図書紹介コーナー 11 ページ
●図書選定委員 鈴木桂子さん（新潟市西区）のご紹介
『バカボンのパパよりバカなパパ』 （幻冬舎文庫）赤塚りえ子著
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6 月・7 月登録の新刊製作ボランティアの皆さん 12 ページ

6 県内主要文化施設の催事情報 13 ページ
① 新潟県立生涯学習推進センター
② 新潟県立文書館
③ 新潟県立万代島美術館
④ 新潟県立植物園
⑤ 新潟市美術館
⑥ 新潟市新津美術館
⑦ 新潟市歴史博物館（みなとぴあ）
⑧ 新潟市民芸術文化会館（りゅーとぴあ）
⑨ 国営越後丘陵公園
⑩ 新潟県立近代美術館
⑪ 新潟県立歴史博物館
⑫ 長岡市立中央図書館
⑬ 長岡リリックホール
⑭ 上越文化会館
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開館・電話受付時間と 8 月～10 月の休館日

25 ページ

巻末 「日常生活支援機器情報コーナー no.25」
「ボタン式スマートフォン MUSASHI」
記事掲載ご協力 株式会社ラビット 代表取締役 荒川明宏様
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1

点字図書館から

●「移動点字図書館（魚沼市）」のご案内
今年の開催地は魚沼市。隣接する南魚沼市のご協力も得て南魚沼市在住の
方々にもお知らせすることになりました。楽しく有意義なものにと準備を進め
ています。
日時：10 月 23 日（日） 午前 10 時～午後 3 時
会場：魚沼市地域振興センター（魚沼市吉田 1144）
【点字図書館コーナー】
・点字図書館の活動の紹介
・点字図書、音声訳図書、音声訳雑誌の試聴及び貸出し
・点字図書館の利用登録をされていない方の登録受付
【点字教室コーナー】
点字の基本や点字の書き方、点字の名刺などの作成
【ボランティア紹介コーナー】
地元で活躍している点訳・音声訳ボランティアグループの紹介
【情報機器コーナー】
出展者：
（株）ラビット、シナノケンシ（株）
、アイネット（株）、
（株）イ
ンサイト
展示品：ルーペ、拡大読書器、点字ディスプレイ、音声秤、音声色認識装
置、触時計、音声紙幣判別機、各種プレクストークなど
【昼食及び情報交換コーナー】
点訳・音訳ボランティア、参加者同士の様々な情報の交換
【お弁当注文受付】
お昼のお弁当をご希望の方には、注文を受付けます。おにぎり弁当とお
茶のセットで、１個 700 円です。ご希望の方は、10 月 14 日（金曜）ま
でにお申し込みください。代金は当日、いただきます。
お問合せ・お申し込み：新潟県点字図書館 TEL 025-381-8111
●「iPhone体験会」のご案内
10 月２日（日）に新潟ふれ愛プラザで開催される「新潟県視覚障害者ふれ
愛フェスタ」で、（株）ラビットのご協力を得て「iPhone 体験会」を実施し
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ます。
内容、申込み方法等詳しくは、「2

お役立ち情報」新潟県視覚障害者福祉

協会からのお知らせ事項「新潟県視覚障害者ふれ愛フェスタのご案内」（7 ペ
ージ）に記載されています。
●寄贈図書等の紹介
（1）2016 年 上期

ライオン快適生活情報（大活字版）

ライオン株式会社から寄贈がありました。お洗濯のコツ、洗剤の選び
方、縦型全自動洗濯機の正しい使い方、漂白剤や柔軟剤の使い方、虫食
いを防ぐ方法などが記載されています。希望される方に貸出しします。
（2）クイールはもうどう犬になった（点字シール付き絵本）
文

こわせたまみ 写真 秋元良平 発行 ひさかたチャイルド

日本こども福祉専門学校介護福祉学科の学生の皆さんが、製作し寄贈さ
れたものです。希望の方（先着 1 名）に差し上げます。
（3）ポピュラーソングアルバム ギターを楽しみながら（点字）
京都点字楽譜研究会編

林繁男監修

新潟市中央区 故・堀澄様（元新潟県立新潟盲学校教諭）のご遺族から
の寄贈図書で、希望の方（先着 1 名）に差し上げます。
（4）山田耕筰歌曲集・全 20 曲（点字）
京都点字楽譜研究会編

林繁男監修

新潟市中央区 故・堀澄様（元新潟県立新潟盲学校教諭）のご遺族から
の寄贈図書で、希望の方（先着 1 名）に差し上げます。
（5）年譜で読むヘレン・ケラー 改訂増補版（点字）
当館利用者で新潟市西区にお住まいの山崎邦夫様から寄贈がありまし
た。希望される方に貸出しします。
●第 155 回芥川賞・直木賞作品貸出し等のお知らせ
第 155 回芥川賞・直木賞（日本文学振興会主催）の選考会が 7 月 19 日に
開かれ、芥川賞に村田沙耶香さんの「コンビニ人間」、直木賞に荻原浩さんの
「海の見える理髪店」が選ばれました。
芥川賞受賞作品「コンビニ人間」は、デイジーの完成予定が今年 8 月 6 日、
点字の完成予定が来年 6 月 24 日です。
直木賞受賞作品「海の見える理髪店」は、デイジーが完成登録済み、点字の
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完成予定は来年 5 月 1 日です。
貸出し（または貸出し予約）を希望される方は、新潟県点字図書館へお申込
みください。
●質問にお答えします
Q1：シネマデイジーで「男はつらいよシリーズ」全 48 作を作ってもらえ
ませんか。また、ほかの新しい映画も楽しめますか。
A1：「男はつらいよシリーズ」は、松竹 DVD 倶楽部から、バリアフリー
再生機能（音声ガイド）付きの DVD が販売されているため、全国の点字
図書館等ではシネマデイジーで製作をすることができません。
また、新しい映画については、特定非営利活動法人メディア・アクセス・
サポートセンターのホームページの「バリアフリーDVD＆Blu-ray 情報
データベース（http://npo-masc.org/db/）」で、市販されているもの
が公開されています（平成 28 年 7 月現在 275 件）。これらは当館で取
り扱うことができないので、鑑賞したい方は、購入またはビデオレンタル
ショップから借り受けてご利用ください。
新作では、以下の作品がこのデータベースで紹介されています。
「グラスホッパー」2015 年日本、
「アンフェア the end」2015 年日本、
「海街 diary」2015 年日本、「くちびるに歌を」2015 年日本、など。
Q2：毎年、新潟ふれ愛プラザで「ふれて楽しむ美術展」が開催されていまし
たが、ここ数年は開催されていないようです。このような美術展はそうそ
うないので、楽しみにしていました。今後の予定はありますか。
A2：過去 11 回に渡り、当館の自主事業として開催してきた「ふれて楽しむ
美術展」は、最近のデジタル情報化に伴う当館事業全体の実施体制面、経
費面などで開催が困難となり、残念ながら平成 26 年度から中止させていた
だきました。
本年は、新潟市で開催されるロービジョン学会の会場で、新潟盲学校主催
の「ふれて楽しむ美術展」が次のとおり開催されます。
開催日：8 月 26 日（金）～8 月 28 日（日）
会場：朱鷺メッセ
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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 122 号（10 月発行）に掲載した
い情報は、９月 16 日（金）までに当館へご連絡ください。

●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
TEL 025-381-8130 FAX 025-381-8120
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。8 月～10 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。事前申し込みは不要です。
日時： 8 月 18 日（木）
、9 月 1 日（木）、9 月 15 日（木）、
10 月 6 日（木）、10 月 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）入院時における同行援護等の利用範囲が広がりました
地域生活支援事業のメニューの一つである意思疎通支援事業は都道府県及
び市町村の必須事業として、地域の実情や利用者ニーズに応じ実施される
ことになっており、その対象者は、平成２８年３月３０日に改正された「地
域生活支援事業実施要綱」で、「聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、
知的、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障が
ある障害者等」と明確にされたところです。
そして、今回の厚生労働省通知（平成２８年６月２８日付 厚生労働省社
会・援護局

障害保健福祉部企画課長通知、障害福祉課長通知）で、同行

援護等の対象となる障害者等が医療機関に入院する時には、入退院時に加
え新たに次の場合も利用できるようになりました。
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①入院中に医療機関から日帰りで外出する場合
②１泊以上の外泊のため医療機関と外泊先を行き来する場合
③外泊先において移動援護等を必要とする場合
また、意思疎通支援事業は、入院中においても利用可能になっていたも
のですが、今回改めて、入院中においては入院先医療機関との調整の上で、
利用可能である旨が示されました。
（3）チャリティーイベント 2016 映画「愛を積む人」バリアフリー上映会
のご案内
日時：9 月 10 日（土）
★バリアフリー上映会

午後 1 時 30 分～、午後 6 時～、2 回上映

★情報機器、日常生活便利商品などの展示 午後 1 時～５時
会場：新潟市民プラザ
（NEXT２１ビル６F） 新潟市中央区西堀通 6-866
【バリアフリー上映会「愛を積むひと」】
北海道の雄大な自然の中で第二の人生を歩み始めた夫婦の営み。妻
の急逝でその夢は突然断たれるが、夫は家の周りに石塀を積み上げて
いくことで遺された思いを具現化させる。仕事一筋に生きてきた不器
用な夫と、彼を支え続けてきた妻の人生の軌跡と愛が描かれる。日本
映画界を代表する俳優の佐藤浩市と樋口可南子（加茂市出身）が夫婦
役で共演。
映画入場料：全席自由

1,000 円

チケットは事務局へお申し込みください。新潟伊勢丹、文信堂Ｃo
ＣoＬo 万代、新潟県民会館でも販売しています。
【情報機器展】
出展：点字図書館、
（株）ラビット、シナノケンシ（株）、アイネット（株）、
（株）タイムズコーポレーション、（株）KOSUGE など
展示品：白杖、ルーペ、拡大読書器、点字ディスプレイ、音声秤、音声
色認識装置、触時計、音声紙幣判別機、各種プレクストーク、日常生
活便利グッズなど
（4）
「新潟県視覚障害者ふれ愛フェスタ」のご案内
新潟県内にお住まいの視覚障害者の祭典で、第 36 回福祉大会、第 66 回
文化祭の合同開催イベントです。
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日時：10 月 2 日（日）
会場：新潟ふれ愛プラザ 1 階 2 階
日程：
【開会式】午前 10 時～10 時 25 分
開会、主催者あいさつ、来賓祝辞、来賓紹介、優秀文芸作品表彰
【大会宣言】午前 10 時 25 分～10 時 30 分
【講演会】午前 10 時 30 分～12 時
演題：
「良寛にみる自由な生き方の意味」
講師：平山征夫氏（前新潟県知事）
【文芸作品選評】午後 1 時～
俳句 自由題、安田畝風（ほふう）先生
短歌 自由題、高橋卓二先生
川柳 「坂（さか）
」 真壁芳郎先生
【ボランティアさんとの情報交換会】午後 2 時～
参加：点訳ボランティア、音声訳ボランティア、会員（希望者）
内容：地域での視覚障害者団体の活動や点訳・音訳活動、点訳・音訳
図書づくりの苦労ばなし等々
【iPhone 体験会・協力（株）ラビット】
日時：午前１回、午後 1 回 （計２回実施）
対象者：初めて iPhone を使う人
内容：iPhone の操作・基礎編

タップ、スワイプ、クリック等の操

作、音声により実行させる機能Ｓiri（シリ）の体験、役立つアプリ
の紹介など
定員：１０名 先着順（１回当たり５名×２回）
申込み：体験を希望される方は 8 月 31 日（水）までに点字図書館へ
電話（025-381-8111）でお申込み下さい。受講を希望する時
間帯をお聞きしますが、定員との関係で調整させていただくことが
あります。
【情報機器展】午前 10 時～午後 3 時
出展：点字図書館、日だまり、（株）ラビット、（株）新潟眼鏡院
展示品：拡大鏡、遮光眼鏡、拡大読書器、音声秤、点字ディスプレイ、
音声色認識装置、触時計、Windows10 パソコン、日常生活便利
グッズなど
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●「第 15 回新潟県障害者芸術文化祭」の出展作品と出場者を募集中！
障害者のみなさんが日ごろから取組んでいる芸術文化活動の発表の場として、
新たな活動のきっかけの場として、その活動を盛り上げるために毎年「新潟
ふれ愛プラザ」（新潟市江南区亀田向陽 1-9-1）で開催されています。
今年は、美術展が 11 月 13 日（日）～19 日（土）に、ステージ発表が
11 月 20 日（日）に開催されます。大勢の皆さんの参加をお待ちしています。
募集作品（応募された作品はすべて展示）します。
①美術作品
絵画、書道、写真、工芸（はり絵・ちぎり絵、陶芸、織物、木工品など）
②文芸作品
短歌、俳句、川柳、自由詩
③ステージ発表
音楽発表（器楽演奏、歌唱、踊り）
応募方法：所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、9 月 20 日（火）まで
に事務局へお申込みください。
詳しい応募要領や申込書は、新潟ふれ愛プラザやお近くの市町村役場な
どにあります。当館にもありますので、ご希望の方はご連絡ください。
また、申込み用紙への記入代筆をご希望の方はその旨お申し出ください。
申込み・問合せ先：新潟県障害者社会参加推進センター
〒950-0121 新潟市江南区亀田向陽 1-9-1 新潟ふれ愛プラザ
TEL＆FAX 025-383-3654
●新潟県文化祭 2016「伝統連々祭」のご案内
今年の文化祭は、
「受け継がれる伝統の音色」をテーマに開催します。
日時：８月２８日（日） 午後１時～４時３０分 開場午後 0 時 30 分
会場：新潟県民会館大ホール
プログラム：
・オープニング 田村佑介＆和童（小学部）
・第一部

大須戸能保存会／狂言、佐渡国（さどこく）・草の会／春駒、二

田物部神社（ふくだもののべじんじゃ）伝承舞保存会／太夫舞（たゆう
まい）
、本成寺鬼踊り奉賛会／鬼踊り、長岡市立中野俣小学校／広大寺
・第二部 新潟市ジュニア邦楽合奏団（邦楽）、薫風之音（くんぷうのおと
ゲスト）、東儀秀樹（ゲスト）
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・フィナーレ

東儀秀樹＆田村佑介＆新潟下駄総踊り

永島流新潟樽砧伝

承会＆和童（小学部）
鑑賞料：無料 ただし、入場整理券が必要
入場整理券の申込み方法：観賞ご希望の方は、はがき、E メールか FAX で
次の事項を明記してお送りください。後日、入場整理券をお送りします。
①郵便番号、②住所、③氏名、④電話番号、⑤希望枚数（1 件につき 4 枚
の申込み可）
送付先：Ｅメール ngt030120@pref.niigata.lg.jp
FAX 025-280-5221
問合せ：新潟県文化振興課「伝統連々祭」担当

TEL 025-280-5139

●あいあいふれあい広場のご案内
新潟県視覚障害者友好協議会では、今年も「あいあいふれあい広場」を開催
します。今年は、久しぶりに会った仲間と交流してもらえるように、午前中は
ゲームや喫茶コーナーを設けました。
午後からは声楽家の先生によるコンサー
ト、みんなで楽しく歌う時間など設けましたので、多数のご参加をお待ちして
います。
日時：9 月 11 日（日）
会場：新潟市総合福祉会館 視聴覚室
日程：
午前 10 時～

「ふれあいサロン」 トランプ・オセロ・将棋など

午後 1 時～ 桜井綾先生によるコンサート 参加協力券

１枚 500 円

※コーヒーの販売（一杯 100 円）も行います。
お問合せ：新潟県視覚障害者友好協議会
TEL 025-276-2155

今泉聡

携帯 090-7202-2215

E メール: senshindou-hari-in@beige.plala.or.jp
●新潟県視覚障害者サウンドテーブルテニス大会のご案内
サウンドテーブルテニスは、誰でも手軽に楽しめるスポーツです。新潟県視
覚障害者スポーツ協会が主催します。大会を通して互いに交流し、愛好者を増
やしましょう。
日時：9 月 25 日（日） 午前 9 時 40 分～午後 3 時 30 分
会場：新潟ふれ愛プラザ （新潟市江南区亀田向陽 1-9-1）
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参加資格：視覚障害者卓球に興味のある方 弱視の方の参加も歓迎
日程：9 時 20 分～受付、9 時 40 分～開会式、10 時～競技、12 時～昼
食・休憩、午後 1 時～競技、午後 3 時～表彰式・閉会式、午後 3 時 30
分終了
競技方式：参加者の能力に応じてブロック分けし、各ブロック総当たり戦
上位 3 名を表彰
参加費：500 円（昼食代）
お問合せと申込み先：大会事務局 吉田浩 TEL 025-522-3725
締切り：8 月 31 日（水）
その他：保険加入はしません。ラケットのない方には、主催者が用意したも
のをお貸しします。当日は運動のできる服装と上履きを用意し、午前 9
時 40 分には受付・支度を済ませてください。

3

功労表彰などの受賞者のご紹介

●社会福祉法人 日本盲人社会福祉施設協議会奉仕活動表彰
第 64 回全国盲人福祉施設大会表彰
・点訳奉仕活動

冨樫 栄子（とがしえいこ 新発田市）

・音声訳奉仕活動

金子 正（かねこまさ 柏崎市）

4

図書紹介コーナー

『バカボンのパパよりバカなパパ』 （幻冬舎文庫）赤塚りえ子著
図書選定委員 鈴木 桂子さん（新潟市西区）の紹介
「天才バカボン」
、
「おそ松くん」
、
「ひみつのアッコちゃん」等々のマンガで
知られる赤塚不二夫は、戦後の十四才から十八才までの少年期を父の実家のあ
った潟東村（現・西蒲区）井随で暮らした新潟県ゆかりのマンガ家の一人です。
天才バカボンに登場する鉢巻にステテコ姿のパパを始め数多くのキャラクター
を生み出し、当時の子供たちに流行した「シェー！！」のポーズは、来日した
ビートルズのジョン・レノンも映画のゴジラもやったという一つの社会現象に
もなりました。
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ギャグマンガの王様とも呼ばれた赤塚不二夫の一人娘・りえ子さんによる
「バ
カボンのパパよりバカなパパ」は、若いころはシャイで目立たない青年だった
と言われています。
「陽気なドン・カミロ」の風刺ユーモア小説に影響を受け
漫画家になる決意をし、上京して手塚治虫先生を訪ねアドバイスをもらいます。
この時の教えを守り食うや食わずの生活の中でも情熱を失わずやがて貸本マン
ガでデビュー。
ギャグのセンスが抜群で発言者でもあったアシスタントの登茂
子さんと結婚し、二人で面白いマンガのアイデアを出し合い毎日わき目も振ら
ずに描き続け、やがて人気マンガ家の仲間入りをしフジオ・プロダクションを
独立させる。しかしこの頃からの底抜けな金銭感覚によるトラブルや浮気の発
覚がもとで二人は離婚します。その後それぞれが再婚しやがて一人娘も一緒に
五人で旅行をしたりパパに会える機会も約束されたり、
まことポジティブな人
達の家族の生活が続き、その間パパは紫綬褒章受賞や TV 出演に展覧会にと
多忙でした。
食道がんを告知され手術後の一カ月間、管につながれ ICU にじっとしてい
る間に点字絵本のアイデアを思いつき、点字とカラー印刷を合体させた点字マ
ンガ触る絵本を刊行し、その本は日本全国の盲学校に寄贈されました。パパの
行動は常にヘンで当たり前。赤塚家では「バカ」が褒め言葉だったと言います。
パパのマンガは自身の私生活そのもので、社会の決めた枠では理解出来ません。
いつでもどこでも「フジオちゃん」でマンガと現実を行き来し、笑いを求め続
けた人生。その葬儀にはあんなに大勢の人が別れを惜しんでくれました。そん
な偉大なパパへ「ありがとう」の気持ちを込めて綴られた一冊です。
点字：全 3 巻

5

デイジー：6 時間 13 分

6 月・7 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）

点訳（50名）
相田裕子/ 五十嵐陽子/ 池田慎子/ 池津正子/ 石井滋子/ 石田幸夫/ 巌和郎/
大島一男/ 小根山啓子/ 加賀登志子/ 加古川成子/ 春日カズエ/ 加藤良子/
鎌田勝七/ 川崎眞理子/ 木伏美佐子/ 後藤順子/ 小林敏/ 小林みち子/
坂爪文子/ 佐藤久美子/ 佐藤房子/ 佐藤裕子/ 下妻逸子/ 周佐慶子/
杉原眞之/ 関富美子/ 高田忍/ 高野修子/ 高橋朗子/ 滝沢和子/滝沢克美/
田中直子/ 田中恵香/ 田村真佐子/ 中村和巳/ 錦織麗子/ 根岸孝子/
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橋本美智/ 馬場俊子/ 原田七重/ 松沢直子/ 三間榮治/ 皆川陽子/ 宮川絢子/
村山治子/ 罇和也/ 森玲子/ 山﨑静/ 山崎美千代
音声訳（31名）
石附マサ子/ 稲冨かづ子/ 井上ユウ子/ 上田ケイ子/ 植村泰子/ 遠藤直子/
大関江美子/ 大瀧陽子/ 加藤美起子/ 嘉藤百合/ 河村君子/ 窪田佐代子/
鯉江初子/ 齋藤久美子/ 斎藤敬子/ 齋藤源一郎/ 酒井幸子/ 新保裕美子/
鈴木陽子/ 高橋百合子/ 髙野節子/ 塚本眞理子/ 戸島美江/ 外山正代/
豊田三世/ 永井美智代/ 早川京子/ 速水美智子/ 布施みさ子/
山村永（音ボラネット）/ 吉倉千恵
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（7名）※テキストデイジーはサピエにアップのみ
小幡厚子/ 桑原はるみ/ 小林喜代子/ 鈴木俊一/ 林章子/ 横田好子/
渡辺敏栄

6
①

県内主要文化施設の催事情報
新潟県立生涯学習推進センター（新潟市中央区女池 3-1-2）

お問合せ：TEL 025-284-6110
催事名１ 季節の上映会（ボランティアによる場内誘導あり）
日時及び上映内容：
★8 月 25 日（木）午後 1 時 30 分～3 時 30 分（午後 0 時 40 分開場）
・「火垂るの墓」 1988 年 ＤＶＤ88 分 アニメーション
戦争によって両親を失った幼い兄弟がたどる過酷な運命を描く。野
坂昭如の同名小説をアニメ映画化。
・「井原西鶴」 1989 年 16mm26 分 記録映画
★9 月 29 日（木）午後 1 時 30 分～3 時 25 分（午後 0 時 40 分開場）
・「午後の遺言状」 1995 年 DVD112 分 劇映画
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老いるとは何か、生きるとは何か。新藤兼人監督が「人生の午後」に
捧げる人間賛歌。ベテラン女優が避暑地で巡り逢う、時にシニカルで
ユーモラスな人間模様を、軽快なタッチで描く。出演者、杉村春子、
音羽信子、朝霧鏡子、観世栄夫、他
会場：県立生涯学習推進センター ホール
定員等：186 名 申込み不要（先着順）
催事名２ にいがた連携公開講座第 8 回（係員、ボランティアによる場内
誘導あり）
日時：10 月 28 日（金）午後 1 時 30 分～4 時（開場午後 0 時 30 分）
講師：辻井いつ子氏（ピアニスト辻井伸行氏の母、ＴＢＳラジオ「今日の
風、なに色？」パーソナリティ）
テーマ：「明るく、楽しく、あきらめない生き方」
長男の伸行さんが生後まもなく全盲と分かり、不安の中、手探りで子育
てを始めました。「明るく、楽しく、あきらめない」を信条に掲げ、
常に子供の可能性を信じて、プロのピアニストへの道を一緒に歩んで
きました。子育てのことのみならず、いくつになっても明るく、楽し
く、夢や目標を決してあきらめない生き方についてお話しします。
会場：県立生涯学習推進センター ホール（県立図書館複合施設）・大研
修室
定員等：ホール 150 名・大研修室 100 名 申込み不要（先着順。ただ
し、午後 0 時 30 分整理券配布）
②

新潟県立文書館（新潟市中央区女池南 3-1-2 県立図書館内）
お問合せ： TEL 025-284-6011
講座への参加申込み方法：来館、電話、FAX（025-284-8737）又は
E メール（archives@mail.pref-lib.niigata.niigata.jp）で

催事名 文書館教養講座 （係員による場内誘導があり）
「ふるさとの歴史再発見！」を合言葉に、文書館職員が講師となり新潟県の
歴史を掘り起こしていく講座です。多くの方々からご参加いただき、古文書に
親しみ、新潟県の歴史に興味、関心を持っていただきたいと思います。
日時、演題、講師：
★第 3 回 9 月 14 日（水） 午後 1 時 30 分～3 時
・演題 「100 年前の新潟 －近代化の光と影を追う－」
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・講師 中川浩宣氏（なかがわひろのぶ 副館長）
★第 4 回 9 月 28 日（水） 午後 1 時 30 分～3 時
・演題 「上越線と新潟県 －国境のトンネルから見えたもの－」
・講師 妹尾雅巳氏（せのおまさみ 主任文書研究員）
会場及び定員等：文書館ホール 定員 180 名 要申込み（先着順）
③ 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： TEL 025-290-6655
催事名 企画展「スタジオジブリ・レイアウト展」（機器による音声ガイドあ
り）
スタジオジブリの「レイアウト」は、一枚の紙に、背景とキャラクターの位
置関係、動きの指示、カメラワークや撮影処理など、そのカットで表現される
すべてが描かれた、映画の設計図にあたるものです。
本展では、スタジオジブリ・三鷹の森ジブリ美術館全面協力のもと、「風
の谷のナウシカ」から「思い出のマーニー」まで、宮崎監督直筆のレイアウ
トを中心に高畑・宮崎監督がジブリ以前に手掛けた作品も含め、およそ 1,300
点のレイアウトを公開します。ジブリ作品の魅力を支える根幹ともいえる、
とっておきの“秘密”にふれる展覧会です。
期間：10 月 10 日（月・祝）まで
【関連イベント】
★ミュージアムコンサート
日時：9 月 10 日（土） 午前 11 時 30 分～正午
出演：新潟市ジュニア合唱団
会場等：美術館ロビー、申込不要
★ギャラリートーク
日時：9 月 24 日（土） 午後 2 時～
講師：小池利春氏（新潟市マンガ・アニメ情報館 副館長）TeNY アナ
ウンサー
会場等：展示室、要観覧券、申込み不要
④

新潟県立植物園 （新潟市秋葉区金津 186 番地）
お問合せ：TEL 0250-24-6465
催事名１ 観賞温室企画展示「食虫植物展」
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ハエトリソウやウツボカズラなど、虫を捕えて生きている食虫植物を展示。
虫を捕える仕組みを解りやすく紹介します。
開催期間：9 月 4 日（日）まで
会場：観賞温室第 2 室（有料エリア）
催事名 2 夏の夜間開園
開館時間を通常午後４時３０分までのところ、午後８時 30 分（入館締切は
午後 8 時）まで延長します。夜に咲く花や夜に香る花などを観察しましょう。
また、「夜の植物ガイドツアー＆熱帯フルーツ試食」もあります。
開催日：8 月 14 日（日）、15 日（月）
会場：観賞温室（有料エリア）
★「夜の植物ガイドツアー＆熱帯フルーツ試食」
時間：何れの日も 1 回目午後 6 時～、2 回目午後 7 時～
参加費等：参加費 300 円、定員は各回 15 名、申込み受付は当日開催
時間の 1 時間前
催事名 3 観賞温室企画展示「工芸と植物展」
期間：9 月 7 日（水）～11 月 13 日（日）
会場：観賞温室第 2 室（有料エリア）
催事名 4 花と緑の教室
★植物学講座④ 9 月 11 日（日） 定員 30 名
★花散歩⑤雑草 9 月 14 日（水） 定員 15 名
★植物学講座⑤ 10 月 9 日（日） 定員 30 名
★花散歩⑥役に立つ植物 10 月 12 日（水） 定員 15 名
申込み方法：電話（0250-24-6465）で受付（先着順）
時間、会場等：何れも、時間は午後 1 時 30 分～3 時、会場は「花と緑の
情報センター２階研修室（無料エリア）」、参加費は 300 円
⑤

新潟市美術館（新潟市中央区西大畑町 5191－9）
お問合せ： TEL 025-223-1622
お願い：「徳川名宝展」開催期間中は、駐車場の混雑が予想されます。ご来
館は公共交通機関をご利用ください。
催事名１ 徳川家康没後四〇〇年記念 天下太平 徳川名宝展
徳川家康は、およそ 250 年にもわたる太平の世の礎を築きました。本展で
は、家康の生涯や人となりをしのばせる遺品、将軍家・御三家・ゆかりの神社
などに受け継がれた名宝や、太平の世のもとで成熟した武家・公家・町人らの
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文化を伝える作品など、江戸の歴史と文化を多面的に紹介します。（機器によ
る音声ガイドがあります。）
期間：9 月 25 日（日）まで
会場：企画展示室
催事名 2 徳川名宝展関連イベント みどころ解説
徳川名宝展について、美術館学芸員によるショートレクチャーを行います。
日時：8 月 27 日（土）、9 月 3 日（土） 何れも午後 2 時～2 時 30 分
会場：2 階講堂 定員 100 名（先着 申込み不要）
催事名３ 美術講座「江戸のモダニズム」
江戸のスタイルは、明治以降にいかに残り・残らなかったのか。それは、現
代の私たちが「モダン」（新しい、良い）と考える価値観にいかにつながり・
つながらなかったのか。江戸は私たちの故郷なのか、異郷なのか。とくに幕末
から明治の絵画・建築・工芸を、
江戸との接続と切断という観点から考えます。
講師：藤井素彦/新潟市美術館学芸員
日時：9 月 10 日（土） 午後 2 時～3 時 30 分
会場：2 階講堂 定員 100 名（先着 申込み不要）
⑥

新潟市新津美術館（新潟市秋葉区蒲沢 109 番地１）
お問合せ：TEL 0250-25-1300
催事名１ 天野喜孝（あまのよしたか）展 進化するファンタジー、夢、冒険、
ロマン
画家、デザイナー、イラストレーターとして時代の最前線で活躍する天野喜
孝。タツノコプロで「ガッチャマン」
、
「タイムボカン」等の人気アニメキャラ
クターを、独立後には「ファイナルファンタジー」のキャラクターや小説の挿
画等をデザインし、多くの人を惹き付けてきました。
本展では、代表作の原画や映像をはじめ、近年国際的にも評価されている美
術作品を含めた初期から最新作まで約 200 点で制作の全容を紹介します。期
間：8 月 21 日（日）まで
催事名２ 「皇妃エリザベートが愛したドナウの至宝 ヘレンド展」
ハンガリーの美しき古都ブダペストから遠からぬ村ヘレンド。1826 年、
その静かな村に陶磁器生産の窯が築かれました。ヘレンドは、その繊細な絵付
け技術によってオーストリア帝国とハンガリー王国の御用窯として認められ、
顧客名簿には皇帝フランツ＝ヨーゼフ、皇妃エリザベートをはじめ錚々たる王
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侯貴族が名を連ねました。戦後もヨーロッパを代表する磁器窯のひとつとして
今日にいたるまで高い名声を得つづけています。
本展では、ブダペスト国立工芸美術館、ハンガリー国立博物館、ヘレンド磁
器美術館等が所蔵する貴重な作品約 230 点で、ハンガリーが誇る名窯ヘレン
ドの輝かしい 190 年のあゆみをご紹介します。
期間：8 月 30 日（火）～10 月 30 日（日）
⑦

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：TEL 025-225-6111
催事名 第 13 回昔のくらし展「体と道具」
ガスや電気を利用しない、手作りの道具と体を上手に使って暮らした知恵や
技術を紹介します。
期間：9 月 10 日（土）～11 月 27 日（日）
会場：１階 企画展示室
⑧

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：TEL 025-224-5521（チケット専用ダイヤル）
※１ 東京交響楽団新潟定期演奏会は、事前の申込により、点字プログラム
の提供が可能です。

※２ 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 硬派弦楽アンサンブル「石田組」
神奈川フィルのカリスマ・コンマスとして異彩を放つ石田泰尚（いしだやす
なお）率いる男性のみの硬派管弦楽アンサンブル。
日時：8 月 28 日（日） 午後 2 時開演
会場：コンサートホール
曲目：ビバルディ／「四季」ほか
鑑賞料：Ｓ席 4,000 円、A 席 3,500 円、Ｂ席 3,000 円、U25 シート
1,500 円、
（Ｎ-PACmate 会員優待 Ｓ席 2,000 円）
催事名 2 １コイン・コンサート プレミアム

Vol.2 「曽根麻弥子チェン

バロ・リサイタル」
繊細にしてスタイリッシュ。研ぎ澄まされた美音に耳を傾ける 1 時間。
日時：8 月 31 日（水） 午前 11 時 30 分開演
会場：コンサートホール
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曲目：ラモー／ミューズたちの語らい

ほか

出演：曽根麻弥子（チェンバロ）
鑑賞料：全席指定 500 円
催事名 3 第 97 回新潟定期演奏会／東京交響楽団
各地のオーケストラから引っ張りだこの指揮者広上淳一（ひろかみじゅんい
ち）が新潟定期初登場！
日時：9 月 18 日（日）午後５時開演
会場：コンサートホール
曲目：モーツァルト／ヴァイオリン協奏曲 第４番 二長調 K.218
メンデルスゾーン／交響曲 第２番 変ロ長調 作品 52「賛歌」
出演：広上淳一（指揮）、毛利文香（もうりふみか ヴァイオリン）、中嶋彰
子（なかじまあきこ ソプラノ）、馬原裕子（まはらひろこ ソプラノ）、
永田峰雄（テノール）、にいがた東響コーラス
鑑賞料：Ｓ席 7,000 円、A 席 6,000 円、Ｂ席 5,000 円、Ｃ席 4,000 円、
D 席 2,000 円
催事名 4

りゅーとぴあ・１コイン・コンサート Vol.85

「荘厳なひびき

“オルガン”
愛知県の豊田市コンサートホール専属オルガニストが、新潟初登場。
日時：9 月 22 日（木・祝） 午前 11 時 30 分開演
会場：コンサートホール
出演：徳岡めぐみ（オルガン）
鑑賞料：全席自由 500 円
（チケットレス／当日会場にてお支払いください。
）、
Ｎ-PACmate 会員のみ前売券あり／450 円
催事名 5 イル・デーヴ
総重量 500kg！重量級クラシック・ボーカル・グループ。全国で完売続出。
待望の新潟場所！
日時：９月 30 日（金） 午後 2 時開演
会場：コンサートホール
曲目：アイルランド民謡／ダニー・ボーイ、カッチー二／アマリッリ、いず
みたく／見上げてごらん夜の星を、ほか
出演：イル・デーヴ／望月哲也（テノール）、大槻孝志（おおつきたかし テ
ノール）、青山貴（あおやまたかし バリトン）、山下浩司（やましたこ
うじ バス・バリトン）
、河原忠之（ピアノ）
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鑑賞料：Ｓ席 5,000 円、A 席 4,000 円、Ｂ席 3,000 円
催事名 6 りゅーとぴあ１コイン・コンサート Vol.86 「色彩豊かな音色
“ホルン”
NHK 交響楽団の首席奏者を務めるホルン界のホープ。気鋭のピアニストと
の共演も大注目。
日時：10 月 7 日（金） 午前 11 時 30 分開演
会場：コンサートホール
出演：福川伸陽（ふくかわのぶあき

ホルン）
、三浦友理枝（みうらゆりえ

ピアノ）
鑑賞料：全席自由 500 円
（チケットレス／当日会場にてお支払いください。
）
Ｎ-PACmate 会員のみ前売券あり／450 円
催事名 7 第 98 回新潟定期演奏会／東京交響楽団
東京交響楽団 70 周年記念ヨーロッパ・ツアーと同一プログラム！
日時：10 月 16 日（日） 午後 5 時
会場：コンサートホール
曲目：ベートーヴェン／ヴァイオリン協奏曲
コーヴィチ／交響曲第 10 番 ホ短調

二長調

作品 61、ショスタ

作品 93

出演：ジョナサン・ノット（指揮）
、イザベル・ファウスト（ヴァイオリン）
鑑賞料：Ｓ席 7,500 円、A 席 6,500 円、Ｂ席 5,500 円、Ｃ席 4,500 円、
Ｄ席 2,000 円
⑨

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：TEL 0258-47-800１
催事名１ サマーナイツプレゼンツ
「光の海」や「ライトアップ音楽噴水」など、公園がイルミネーションで光
輝く真夏の夜の光の祭典。期間中は午後 6 時までの開園時間を午後 9 時まで
延長。午後 6 時以降は入園料・駐車料が割引になります。
期間：8 月 6 日（土）～21 日（土）、27 日（土）、28 日（日）
9 月 3 日（土）、4 日（日）
イルミネーション点灯時間：午後 6 時 30 分～9 時
催事名 2 オータムフェスティバル
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9 月下旬からコスモス、10 月から秋バラが開花します。期間中は様々なイ
ベントが開催されます。フェスティバル期間中に無料入園日（駐車場は有料）
もあります。
期間：9 月 17 日（土）～11 月 6 日（日）
無料入園日：10 月 2 日（日）、16 日（日）
催事名 3 ふるさと越後の秋まつり
太鼓や踊りなどの伝統芸能や地元アーティストのステージを開催。飲食屋台
も勢揃いします。また、動物とのふれあい広場も登場！
開催日：10 月 8 日（土）～10 日（月・祝）
⑩

新潟県立近代美術館（長岡市千秋 3 丁目 278－14）
お問合せ： TEL 0258-28-4111
催事名 ボストン美術館 ヴェネツィア展 魅惑の都市の 500 年
ヴェネツィアは中世以来、東西貿易の一大拠点として栄え、15 世紀に絶頂
期を迎えました。本展ではルネサンス絵画をはじめとして、19 世紀印象派の
画家たち、そして現代にいたるまでの約 500 年に及ぶヴェネツィアの美の精
髄をボストン美術館の所蔵品約 130 点でご紹介します。
（機器による音声ガ
イドがあります。）
期間： 9 月 10 日（土）～11 月 27 日（日）
会場：企画展示室
【関連イベント】
★記念講演会「ヴェネツィア・ルネサンスの絵画―特質と革新」
ヴェネツィア・ルネサンス芸術の第一人者がその魅力を語ります。
日時：9 月 11 日（日） 午後 2 時～3 時 30 分（午後 1 時 30 分開場）
講師：越川倫明氏（東京藝術大学 美術学部 教授）
会場等：美術館講堂（定員 165 名 当日先着順）、聴講無料 ただし、
ヴェネツィア展観覧には観覧券が必要
★コンサート「～魅惑のヴェネツィア～愛と夢のコンサート」
地元ソプラノ歌手による音楽コンサート
日時：9 月 25 日（日） 午後 2 時～2 時 40 分
出演：五十嵐郊味氏（ソプラノ）、西脇直美氏（ピアノ）
会場等：美術館講堂（定員 165 名 当日先着順）、鑑賞無料 ただし、
一般の方はヴェネツィア展の観覧券または半券の提示が必要
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⑪

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：TEL 0258-47-6130
催事名１ 夏期企画展「お菓子と新潟」
お菓子の起源は、木の実や果物と考えられており、現在の和菓子の多くは江
戸時代に登場しました。また、
お菓子は四季折々の行事の場でも用いられ、
人々
の生活に密着してきました。現代のお菓子事情は多様化していますが、新潟県
では米菓製造業が重要な産業となっています。
期間：9 月 4 日（日）まで 会期中は土・日を中心に随時展示解説を実施
会場：企画展示室
【関連イベント お茶とお菓子の お・も・て・な・し（呈茶席）】
「お菓子と新潟」の関連イベントとして、エントランスホールで呈茶席を開
催します。係員がご案内します。
茶席実施者及び開催日（時間は何れの日も午前 10 時 30 分～午後 3 時）
・「表千家われもこう」 8 月 6 日（土）、7 日（日）、20 日（土）、
21 日（日）
・「バタバタ茶の会」（糸魚川市） 9 月 3 日（土）
・「新潟県立正徳館（しょうとくかん）高校茶道部」 9 月 4 日（日）
催事名２ 秋季企画展「古代オリエント美術の愉しみ─MIHO MUSEUM コ
レクション・エジプトから中国まで─」
古代オリエント美術は、その時代・地域で何世代にもわたって受け継がれ、
また異文化と交流することによって洗練されていきました。こうして生まれた
造形物には、美しいものを希求する心が通底しています。本展覧会では、2017
年に開館 20 周年を迎える MIHO MUSEUM（滋賀県甲賀市信楽町）が所蔵
する選りすぐりの名品 65 点によって、古代・オリエント中国の美術を紹介し
ます
期間：9 月 17 日（土）～11 月 6 日（日）
会場：企画展示室
⑫

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：TEL 0258-32-0658
催事名 1 平和を考える映画会
日時及び上映映画:
★8 月 14 日（日）
・午前 10 時～11 時 40 分（開場 午前 9 時 30 分）
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「僕の村は戦場だった」 1962 年 旧ソ連
・午後 2 時～3 時 40 分（開場 午後 1 時 30 分）
「ノー・マンズ・ランド」 2001 年 フランス・イタリアほか
会場及び定員：２階講堂 先着 180 人
催事名 2 サトシンさん おはなし会「お話で寄り添う、心と心」
絵本作家のサトシンさんの親子で楽しめるお話会です。
日時：8 月 28 日（日） 午後 2 時～3 時 30 分
開場及び定員：２階講堂 先着 180 人 ただし、事前の申込みが必要
申込み方法：8 月 11 日から中央図書館窓口、電話（0258-32-0658）
で受付
催事名 3 映画会
日時及び上映映画:
★8 月 30 日（火） 午後 2 時～4 時 15 分（開場 午後 1 時 30 分）
「蝉しぐれ」 2005 年 日本
★9 月 10 日（土）午後 2 時～3 時 40 分（開場 午後 1 時 30 分）
「黙して契れ」 2010 年 ベネズエラ
★9 月 22 日（木） 午後 2 時～4 時 15 分（開場 午後 1 時 30 分）
「魍魎の匣（もうりょうのはこ）」 2007 年 日本
会場及び定員：２階講堂 先着 180 人
⑬

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：TEL 0258-29-7715
催事名１ 種谷睦子 マリンバリサイタル
マリンバ界の第一人者、種谷睦子が古典から現在までの楽曲を演奏します。
日時：9 月３日（土） 午後１時３０分～3 時 30 分
出演：種谷睦子（マリンバ）、今岡淑子（ピアノ）
曲目：J.S バッハ／シャコンヌ サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン、一柳
慧（いちやなぎとし）／チェロマリンバのための「バラード」、他
会場：コンサートホール（定員 700 名）
プレイガイド：長岡リリックホール、文信堂書店（長岡駅ビル CoCoLo 内）
鑑賞料：全席指定 3,000 円
催事名 2 ユニオンツール クラシックプログラム vol.19 仲道郁代（なか
みちいくよ）＆ゲヴァントハウス弦楽四重奏団
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日本を代表するピアニスト 仲道郁代と世界最古のカルテット ゲヴァントハ
ウス弦楽四重奏団が共演します。
日時：9 月 30 日（金） 午後 7 時～9 時
会場：コンサートホール（定員 700 名）
出演：仲道郁代（ピアノ）、ゲヴァントハウス弦楽四重奏団
曲目：ハイドン／弦楽四重奏曲 二長調 「ひばり」 Op.64-5、ドボル
ザーク／弦楽四重奏曲 第 12 番 ヘ長調 「アメリカ」 Op.96、シ
ューマン／ピアノ五重奏曲 変ホ長調 Op.44、他
鑑賞料：全席指定 3,000 円
⑭

上越文化会館（上越市新光町 1 丁目 9 番 10 号）
お問合せ：TEL 025-525-4103
催事名１ Ｓmall Compact Performance 2016 第 4 回
「日本のホルン奏者の歴史を変えたといっても過言ではない」と言わしめる、
いま最も注目されるホルンプレイヤー・福川伸陽（ふくかわのぶあき NHK
交響楽団ホルン奏者）と三浦友理枝（ピアノ）による演奏会。
日時：9 月 26 日（月） 午後 7 時～9 時
会場：上越文化会館 中ホール（定員 170 名）
出演：福川伸陽（ホルン）、三浦友理枝（ピアノ）
鑑賞料：全席自由 3,000 円
申込み方法：上越文化会館へ電話（025-522-8800）で予約（取り置き
可能）
催事名２ 華響（はなひびき） in nakago 郷のジャズ
地元で活動しているジャズバンドのエバーグリーンに、ダンサー・大渕聡子、
TATSURO、nakano、竹内早苗。そしてゲストシンガーに糸魚川出身の室
川まことを迎えた素敵なジャズコラボステージ。
日時：10 月 16 日（日） 午後 2 時～4 時
会場：はーとぴあ中郷（上越市中郷区二本木 1763 番地 定員 474 名）
鑑賞料：全席自由 500 円
お問合せ：上越文化会館（TEL 025-522-8800）もしくは、はーとぴあ
中郷（0255-74-2338）へ
催事名 3 シエナの響シリーズ 第 1 回 シエナ・フォレスト（木管五重奏）
国内一番人気のプロ吹奏楽団であるしえな・ウィンド・オーケストラより、
小編成のアンサンブルを 3 公演シリーズで行う第 1 弾。
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日時：10 月 30 日（日）
会場：上越文化会館 大ホール （定員 1,504 名）
鑑賞料：全席自由 1,000 円
お問合せ：上越文化会館（TEL 025-522-8800）で予約（取り置き可能）

7

開館・電話受付時間と 8 月～10 月の休館日

●開館・電話受付時間
午前 9 時～午後 5 時
●8～10 月の休館日
★８月
8 日（月）、12 日（金）
、15 日（月）
、22 日（月）、29 日（月）
★9 月
5 日（月）、12 日（月）
、19 日（月）、20 日（火）
、23 日（金）
、
26 日（月）
★10 月
3 日（月）、10 日（月）、11 日（火）、17 日（月）、24 日（月）、
31 日（月）
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【職員のつぶやき：建設的な対話】
今年の４月１日に「障害者差別解消法」が施行されました。この法律は、
障害のある人も無い人も分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重
し合いながら共生する社会の実現につなげることを目指しています。
この法律で特徴的なのが、社会的な障害除去のための「合理的配慮」です。
これは、「障害のある人から国や地方自治体、事業者に対して、その障害に
とっての社会的障壁を取り除いてほしい、という意思表示があったとき、そ
の除去に伴う負担が過重でないときは、必要かつ『合理的な配慮』を行うこ
とを求める（事業者は努力義務）。」というもの。
この「合理的配慮」の具現化のために必要とされているのが「建設的な対
話」です。社会的な障壁を除去するための必要な調整や変更は、障害の特性
及び社会の具体的な場面や状況に応じて多様で、かつ障害除去の意思表示を
された方が現に置かれている状況などを踏まえる必要もあります。そのため
に、お互いが「建設的な対話」によって理解を深め、障害除去のための手段
や方法を一緒に考え、解決していこうというものです。
この法律が目指す社会づくりのためには、障害のある人も無い人も、お互
いに理解し合うための努力と行動が最も必要とされています。
（肥田野）

メールにいがた（新潟県点字図書館だより）
（第 121 号 2016 年 8 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
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.25）
「ボタン式スマートフォン MUSASHI」
FREETEL で「MUSASHI」というスマートフォンが発売されています。このス
マートフォンは、SIM フリーのスマートフォンで、docomo や au、ソフトバンク
の SIM を入れて電話をすることが可能です。しかし、インターネットなどのデータ
通信を行うためには、docomo 関連の通信の SIM である必要があります。
このスマートフォンは、ラクラクフォンのように、折りたたみのスマートフォン
になっています。折りたたんだ上の部分が液晶画面、開いた場合にも液晶画面があ
ります。折りたたんだ状態ではスマートフォン、開くと、普通の電話のようになり
ます。もちろん開いた時の画面もタッチパネルになっています。そして、ボタンは
物理的なボタンになっています。ちゃんと数字のボタンが存在します。しかし、ち
ょっと触って分かりにくいと思います。私は、数字の 8 と 2 に、印を付けて使用
しています。
OS は Android5.1 が入っていますので、ちゃんとした Android のアプリを動
かすことが可能です。音声で使用するためにはいろいろな設定が必要ですが、今回
は省略します。
肝心な使い勝手を少しだけ紹介します。電話がかかってきた時は、蓋を開けるだ
けで電話が繋がるのでとても便利。電話を切るときも折りたためば終了です。電話
番号も数字で入力した後、＃のボタンを押せば、ボタンだけで発信可能です。連絡
先も使用出来るアプリをいろいろ試した結果、今は問題なく使用出来ています。今
一番の手間は、数字キーで日本語を書けるのですが、漢字の候補を出す時には、画
面の「選択」を触れて変換しなくてはできません。後は、ネット閲覧も、デイジー
再生もそれなりにできました。私自身は iPhone の画面にタッチして行う文字入力
にかなり慣れてしまったため、MUSASHI の数字キーでの入力が手間に感じること
があります。でも、乗り物の中や、立ったままでも確実に文字入力できるので、こ
れも慣れの問題でしょう。
ただ、今はみなさんに使うことをお勧めはできません。みなさんが簡単に使用出
来るようにいろいろ考えたいと思っています。
【記事掲載ご協力及び製品のお問合せ先】
株式会社ラビット代表取締役 荒川 明宏
〒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
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