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このたび、４月１日付で着任しました、小松と申します。視覚・聴覚障がいの方々への情報提供施
設での勤務は初めてですので、経験不足ではありますが、皆様のお役に立てるよう努めてまいりま
す。
今年は桜の開花が早く、３月末に、近所の公園にお弁当を持参して、花見をしました。「花も、団
子も」楽しみたい欲張りな私ですが、よろしくお願いいたします。
これまで、多くの方と出会い、支えられてきました。これからの新たな出会いに、期待を膨らませつ
つ、ご縁を大切に頑張りたいと思っています。
こちらに着任して、ボランティアの皆さんの精力的な活動ぶりに驚きました。毎日、何人もの方が
いらして、何時間も集中して作業をされています。また、各ご家庭で、点訳・音訳の作業をされている
方もいらっしゃいます。ボランティアの皆様をはじめ、関係機関のご支援、ご協力により、当センター
の事業が成り立っていることを改めて感じています。心から感謝申し上げますとともに、今後とも当
センターの事業推進に、ご支援、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
昨年度は、新型コロナウイルス感染予防のため、当センターでも、「交流会」や「料理教室」等を
中止せざるを得ない時期もありました。様々な行事等を楽しみにしていただいていた皆様の、活動
の場を制限することとなり、外出の機会も減って申し訳ありませんでした。コロナ禍での生活様式に
も慣れてきたところで、最近では、変異株による感染者の増加で、新たな脅威を感じておられる方
もいらっしゃるとは思いますが、一方で、ワクチン接種も始まっています。今年度は、関わっていただ
いている皆様のご協力をいただきながら、様々な行事等が開催できるよう、職員一同、準備をして、
皆様のご利用をお待ちしています。

新任職員あいさつ
4 月 1 日付の人事異動で、益田市の特別養護老人ホーム雪舟
園から赴任してきた川上学です。センターの仕事に早く慣れるよう
頑張っていきますので、よろしくお願いします。
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令和２年度 事業報告（抜粋）
ご利用いただいた皆さん、製作していただいたボランティアの皆さん、ありがとうございました
１．点字図書館利用状況
自館図書製作数（タイトル）

自館図書貸出数（ダウンロード含む）

点字

デイジー

カセットテープ

テキストデイジー

127

112

112

78

点字
9730

西部地区利用登録者数

デイジー

カセットテープ

54245

テキストデイジー

832

13303

321人

２．新規登録ボランティアの状況
※令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各種ボランティアの養成講習会は
中止となりました。
３．聴覚ライブラリー利用状況
西部地区利用登録者数
新しく入ったDVD
セミナー＆交流会参加者
中継連絡サービス

70人
30タイトル
中止

残念ながら、昨年度は交流会が
中止になりました。

２件

４．県・市町委託事業の状況
視聴覚障がい者生活リハビリテーション事業
歩行訓練

延べ29人

点字触読訓練

延べ62人

IT機器訓練

延べ48人

日常生活訓練

延べ56人

点字広報発行事業（益田市・江津市）

14人

録音広報発行事業（浜田市・益田市・江津市）

32人

ほか

５．その他
福祉学習等

8か所

機器展示相談会

中止

福祉機器等貸出

43件

貸出した機器の例：
拡大読書器／音声認識用マイク／デイジー図
書再生機／音声時計／音声血圧計など

＜ＪＲの利用について＞
全国的な流れだとは思いますが、石見地区でも「みどりの窓口」が廃止され、「みどりの券売機プラス」
の設置が進んでいます。また、各駅の電話番号が非掲載になり、問い合わせ先がわかりにくくなっていま
す。 各種お問い合わせは、以下の電話番号へお問い合わせください。
介助のご依頼・各種お問い合わせは、0570-00-8989 へ
列車の運行情報・時刻、運賃・料金などのお問い合わせは、0570-00-2486 へ
忘れ物のお問い合わせは、0570-00-4146 あるいは、06-6133-4146 へ
いずれも通話料は、有料です。
なお、聴覚に障がいがある方は、ホームページ「ＪＲおでかけネット」のお問い合わせよりメールでお問い合
わせください。ＦＡＸによる問い合わせはありません。
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新しい展示機器のご紹介
視

拡大読書器「トパーズ PHD」

１２インチのモニターがついた、折りたたみ式で持ち運
び可能な拡大読書器です。１．７倍～24 倍まで拡大可能。
手元だけでなく、自分側を拡大して表示できるので、身だ
しなみチェックもできます。
せんよう

（専用キャリーバッグ付き）
サイズ：高さ５２．２ｃｍ（折りたたみ時 ６．１ｃｍ）
幅 ３１．７ｃｍ、奥行き ３４．３ｃｍ
重さ（本体のみ）：３．８ｋｇ
価格：198000 円（日常生活用具給付対象品）
※別売り専用バッテリー26000 円（税別）
えん

ぜい べつ

別売り専用 XY テーブル 25000円（税別）

聴

ＡＩボイス筆談機
ポケトークｍｉｍｉ（ミミ）

ボタンを押しながら話すと、音声を文字に変換して表示
します。表示する文字の大きさを大・中・小から選べます。
インターネットに接続できるパソコンやスマートフォンな
どと変換した内容を同時に表示させることもできます。
モバイル通信を使用しますが、契約や月額使用料は必要
ありません。２年間は使い放題です。（２年後、更新が必要
な場合があります）モバイル通信が使えない場合でもＷｉｆ
ｉ接続も可能です。
大きさ：123×65×11ｍｍ

重さ：128ｇ

ディスプレイ：３．９７インチ
価格 ３２７８０円（＋税）
今回このページでご紹介した機器は、当センターに展示しています。実際にお試しいただくこともでき
ます。ご希望のかたは、センターまでお問合せください。

2021 年 7 月～電話リレーサービスの公共サービスが始まります！
手話や文字により、聴覚や言語に障がいのある方と聞こえる方とを双方向につなぐサービスが始まりま
す。特徴は次のとおりです⇒①緊急通報ができる（１１０や１１９など）②電話をかけるだけでなく、受ける
ことができます③サービスの利用には料金がかかります
※詳しいことは、後日「かわらばん」にてお知らせいたします。

（4）

完成図書＆製作中の図書

2020 年１２月～202１年３月

2020 年１２月から 202１年３月までの間に完成した図書と現在製作中の図書の一部をご紹介します。
※利用者の皆様方には、期間中の全ての新刊案内をお送りしていますのでご利用ください。

＜点字図書＞
完成図書

製作中の図書

・飛燕の簪 神田職人えにし譚 知野みさき

・音速の刃

・江戸湊の軛 口入屋用心棒４６ 鈴木英治

・暁の火花 公家武者松平信平１６

・侵略者（アグレッサー）

未須本有生
佐々木裕一

福田和代
・花人始末 出会いはすみれ

・脳科学捜査官 真田夏希５
ドラスティック・イエロー

和田はつ子

・裏仕掛け お庭番の二代目１４

鳴神響一

氷月葵

＜デイジー図書・カセットテープ図書＞
製作中の図書

完成図書
・代表取締役アイドル

・偽装診療 医者探偵・宇賀神晃２ 仙川環

小林泰三

・シニア六法 住田裕子

・脳科学捜査官 真田夏希６
パッショネイト・オレンジ
・手の倫理

鳴神響一

・しくじり家族 五十嵐大

伊藤亜紗

・布石 百万石の留守居役 １５
・あきない世傳 金と銀 １０

・信長空白の百三十日 木下昌輝

上田秀人

・湯島天神坂 お宿如月庵へようこそ
十日夜の巻

高田郁

中島久枝

＜テキストデイジー図書＞
完成図書

製作中の図書

・Ｎの悲劇 東京～金沢殺人ライン

・特等添乗員 α の難事件 Ⅲ 松岡圭祐

深谷忠記

・幽霊剣士 若さま同心 徳川竜之介

・青田波 新・酔いどれ小籐次１９ 佐伯泰英
・わるじい慈剣帖 ５ あるいたぞ

風野真知雄
・ごんげん長屋つれづれ帖 ２ ゆく年に

風野真知雄
・望み

雫井脩介

金子成人
・夜叉萬同心 もどり途

辻堂魁

２０2１年度の主な行事予定 ※新型コロナなどの影響により、変更する可能性があります。
●点訳奉仕員養成講習会 浜田会場 5 月 1３日（木）～
は ま だ かいじょう

がつ

にち

もく

益田会場 5 月 12 日（水）～
ま す だ かいじょう

がつ

にち

すい

●音訳奉仕員養成講習会 浜田会場 5月13日（木）～ 益田会場 5月1２日（水）～
●（聴覚）セミナー＆交流会 9 月 5 日（日）※予定
●（視覚）利用者とボランティアのつどい 2022 年 3 月 13 日（日）※予定
●点訳勉強会（いわみーる 視聴覚研修室） 偶数月第１土曜日 １３時３０分～
●かわらばん発行 ４月・７月・１０月・１月

