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ライトセンターだより 令和３年４月１日

ライトセンターのご利用や行事予定についてライトセンターのご利用や行事予定について
　新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、ラ

イトセンターだより発行後に変更や中止等になる場合

がありますので、ご了承ください。

　なお、変更等につきましては、ライトセンターホー

ムページ、メールマガジン等でお知らせいたします。

　ご不明な点がありましたら 045(364)0023 (代表) 

まで、お問い合わせください。

「デジタル機器個別相談会」「デジタル機器個別相談会」
　令和３年度は、毎月第１水曜日にデジタル機器の個

別相談・訓練を行います。スマートフォン、プレクス

トーク、点字ディスプレイなど、お持ちのデジタル機

器の基本操作練習や当センターにある機器の体験がで

きます。

　予約制で、一人につき１回２時間以内です。

　なお、アカウント登録等、個人情報に関わる作業の

代行には応じられません。

　日　時	：	毎月第１水曜日（祝日を除く）。

 ４月７日、６月２日、７月７日、８月４日、

 ９月１日、10月６日、12月１日、

 令和４年１月５日、２月２日、３月２日

 午前10時～正午、午後１時～３時

　会　場	：	２階　第３講習室Ａ、Ｂ

　対　象	：	県内在住・在勤・在学の視覚障害者

　内　容	：	①機器の紹介…iPad、iPhone、らくらくス

マートフォン、ブレイルセンス、ブレイ

ルメモ、プレクストーク各種等

　　　　　②お持ちの機器の基本操作…①で挙げた機

器を中心に、基本操作練習

　講　師	：	センター職員

　定　員	：	各回２名（随時受付、先着順）

　申　込	：	支援課

 ①電話：045(364)0024

 ②メール：kunren@kanagawalc.org

氏名、電話番号、視覚障害の程度、相談

内容、希望日時を明記してください。

　備　考	：	新型コロナウイルスの感染状況による中止

の可能性もあります。

　この相談会以外の日でも相談等には随

時応じていますので、お気軽にお電話く

ださい。

視覚障害援助ボランティア養成講座視覚障害援助ボランティア養成講座
〇第１回視覚障害援助ボランティア入門講座

　視覚障害援助に関するボランティア活動の入門編と

なる講座です。

　日　時	：	４月７日(水)～４月28日(水) 毎週水曜日

  全４コマ

　　　　　午後１時30分～３時30分

　会　場	：	２階 第１講習室

　定　員	：	25名

　対　象	：	視覚障害援助ボランティア活動希望者で

16歳以上の方                            

　申　込	：	講座名・住所・氏名（フリガナ）・年齢・

電話番号を明記し、下記の①②③いずれか

の方法でお申し込みください。

　締　切	：	３月24日(水)　送信・消印有効

　宛　先	：	①ＦＡＸ　045(364)0027

  ②メール　kouza0023@kanagawalc.org 
  ③往復葉書： 〒241-8585

    横浜市旭区二俣川１-80-２

    神奈川県ライトセンター

    情報提供課　講座担当宛

※ＦＡＸでお申し込みの方は、ご自宅のＦＡＸ番号を

記入してください。

※詳しくは、チラシ・ＨＰをご覧ください。

令和3年度点訳講座受講希望者説明会令和3年度点訳講座受講希望者説明会
　日　時	：	４月15日(木)　午後１時30分～３時30分

　会　場	：	２階 第１講習室Ａ・Ｂ

　対　象	：	当センターが実施する視覚障害援助ボラン

ティア入門講座修了者及び修了見込の方。

神奈川県ライトセンターは神奈川県が設置し、日本赤十字社が指定管理者として運営している視覚障害者の福祉施設です。

４月号４月号

ライトセンターだより墨字版は一般・ボランティア向けに製作しています。視覚に障害がある方は、利用者向けの情報が多い点字版・録音版をご利用ください。

神奈川県ライトセンター

〒241-8585 横浜市旭区二俣川1-80-2
電話  代 表  045(364)0 0 2 3
 図 書 貸 出  045(364)0 0 2 2
 相談 ･ ボランティア活動 045(364)0 0 2 4
 スポーツ受付  045(364)0 0 2 5
 ボランティア室  045(364)0 0 2 6
ＦＡＸ  代 表  045(364)0 0 2 7
【HP】 http://www.kanagawalc.org
【E-mail】 mai l@kanagawalc.org



ライトセンターだより令和３年４月１日

2

メールマガジンに登録しませんか？メールマガジンに登録しませんか？
　ライトセンターでは、以下の３種類のメールマガジ

ンを配信しています。どなたでもご登録いただけます。

ぜひご利用ください！

	【ライトセンターメール】

　イベントや教室のご案内等を毎月１回、定例配

信。その他、設備の不具合に伴う施設の利用停止など、

臨時の最新情報も配信します。

	【ライトセンターブックメール】

　職員お勧めの図書を、毎月１回程度紹介しています。

（ライトセンターの図書の貸し出しについては、著作

権法に定められた対象者に限ります。）

	【ライトセンターキッズメール】

　中学生以下のお子さまや保護者の方を対象とした

イベント・参加者募集情報などを毎月１回、配信し

ます。

～各種メールマガジン登録方法～

　次の１、２のいずれかの方法でご登録ください！

１　ホームページから登録

　ライトセンターＨＰ（http://www.kanagawalc.org/）
にアクセス。トップページの「ライトセンターメー

ルマガジンの登録はこちら」をクリックし、登録画

面にお進みください。

２　指定アドレスに空メールを送って登録

　　ライトセンターメール： 45g1r@a10.hm-f.jp
　　ライトセンターブックメール： 45g5r@a10.hm-f.jp
　　ライトセンターキッズメール： 45g2r@a10.hm-f.jp
※登録は無料です。但し、登録やメール受信にかかる

通信料、パケット通信費は登録した方の負担となり

ます。　

※ライトセンターに電話いただき、メールアドレスを

教えていただければ、登録代行いたします。

　　電話　045(364)0023

※迷惑メール等の設定をしている方は、ライトセンター

からのメールが拒否されないよう、確認をお願いい

たします。

用具紹介「おしゃべり温湿度計　にゃんこ計」用具紹介「おしゃべり温湿度計　にゃんこ計」
　にゃんこ計は、おしゃべりと光で温度と湿度を知ら

せてくれる、てのひらサイズのネコ型温湿度計です。

頭をなでるように１回押すと「にゃーにゃー」「ここ

で爪とぎしてもいい？」などとおしゃべりし、２回押

すと温度と湿度をしゃべります。温度と湿度が適正で

なくなると、「緊急事態！湿度を上げて！」など警告

してくれるほか、１時間に１度、90種類の言葉を自動

でランダムにおしゃべりします。また、しっぽの先が

光って、部屋の状況が良いかどうかを知らせます。明

※点訳講座の受講には、パソコン（原則

Windows）の準備が必要です。

　申　込：入門講座修了者は第○回修了または○月修

了とお書きください。

  未修了者は募集中の視覚障害援助ボラン

ティア入門講座にお申し込みください。

 ※「点訳講座受講希望者説明会」

   郵便番号・住所・氏名（フリガナ）・電話番号・

年齢を明記のうえ、下記のいずれかの方法

でお申し込みください。

   なお、お申し込みされた方は全員説明会に

参加できますので、こちらからご連絡いた

しません。

　締　切：４月１日(木)　送信・消印有効

令和3年度録音講座受講希望者説明会令和3年度録音講座受講希望者説明会
　日　時：	５月12日(水)　午前10時～12時

　会　場：	２階　第１講習室Ａ・Ｂ

　対　象：	当センターが実施する視覚障害援助ボラン

ティア入門講座修了者及び修了見込の方。

※録音講座の受講には、パソコン（原則

Windows）の準備が必要です。

　申　込：	入門講座修了者は第○回修了または○月修

了とお書きください。

  未修了者は募集中の視覚障害援助ボラン

ティア入門講座にお申し込みください。

※「録音講座受講希望者説明会」

  郵便番号・住所・氏名（フリガナ）・電話番号・

年齢を明記のうえ、下記のいずれかの方法

でお申し込みください。

  なお、申し込みされた方は全員説明会に参

加できますので、こちらからはご連絡いた

しません。

　締　切：	４月28日(水)　送信・消印有効

点訳講座・録音講座受講希望者説明会の申込み

　宛　先	：	①ＦＡＸ　045(364)0027

  ②メール　kouza0023@kanagawalc.org 
  ③往復葉書： 〒241-8585

    横浜市旭区二俣川１-80-２

    神奈川県ライトセンター

    情報提供課　講座担当宛

※受講を希望する方は、必ずこの説明会に参加し

てください。

※詳しくは、チラシ・ホームページをご覧ください。

当センターでは突然の機器の故障や不具合などによりスポーツ施設利用が臨時に出来なくなった場合、メール配信とホームページにより随時お知らせをしています。
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るさのセンサーがついていて、部屋が暗い時にはお

しゃべりしたり光ったりしません。単４電池３本を使

用します。乾電池は別売りです。

　楽しく温度と湿度を確認して、冬のインフルエンザ

や夏の熱中症予防に役立てることができます。自動お

しゃべりの内容がバリエーション豊かなので、次はど

んなことをしゃべるかなと楽しみになります。

　日本点字図書館わくわく用具ショップにて3,040円

で販売されており、そのほか雑貨や玩具店、インター

ネットでも購入できます。

図書・雑誌の貸出についてのお願い図書・雑誌の貸出についてのお願い
　資料の貸出については、来館・電話・手紙・ＦＡＸ・

「サピエ」オンラインリクエスト・Ｅメール等で受け

付けます。

　図書の貸出は、１日10タイトル以内です。サピエ図

書館のオンラインリクエストも含みます。

　雑誌の貸出は、宛名カードにより管理しております。

次号発行時に、宛名カードが返却されていないと、最

新号をお届けできませんので、読み終わりましたらな

るべく早くご返却ください。

＜製作する図書について＞

　ライトセンターでは、皆さまから製作する図書のリ

クエストを受け付けております。いただいたリクエス

トは、候補として選書委員会で図らせていただきます。

　製作が決定しました図書は、ライトセンターだよりに

掲載いたしますので、ご確認ください。また、製作完了

時には貸出希望の有無をご連絡させていただきます。

　ご不明な点がありましたら、お気軽に図書館までお

問合せください。

	【ライトセンター図書館直通】

　電　話：045(364)0022

　ＦＡＸ：045(361)8376

　メール：housi@kanagawalc.org

◎４月の休館日

５日(月)・12日(月)・19日(月)・26日(月)

29日(木) 昭和の日

〇施設の利用について

◆14日(水)は施設整備日のため、図書館・スポーツ施設・

卓球室（多目的室１）・用具コーナーはご利用いただ

けません。

休 館 日 他

令和３年度理療臨床公開講座受講生募集令和３年度理療臨床公開講座受講生募集
　あん摩・マッサージ・指圧、鍼、灸を職業として

いる視覚障害者を対象にその資質向上を目的に実施

します。

　日　時：５月６日(木)～令和４年２月25日(木)

  午前９時～午後４時　毎週木曜日　年30回

　会　場：横浜市立盲特別支援学校

  （神奈川区松見町1-26）

  ＪＲ横浜線大口駅徒歩８分

  東横線妙蓮寺駅徒歩13分

　対　象：神奈川県内に在住・在勤の視覚障害を有す

るあん摩・マッサージ・指圧師、鍼師、灸

師免許取得者

　費　用：無料

　募集人員：６名

　募集期間：４月23日(金)まで

　申込み：横浜市立盲特別支援学校専攻科

  公開講座担当

　  電　話　045(431)1629

４ 月 行 事 予 定 表
＊視覚障害者対象

水泳教室 第 2 火 曜日 13日 13:00～14:00

ローインパクトエアロビクス教室 第 2 金 曜日 9日 10:30～11:30

いきいき筋力アップ教室 第 1 土 曜日 3日 10:30～11:30

単発　バレエエクササイズ教室 第 1 火 曜日 6日 10:30～11:30

デジタル機器個別相談会 第 1 水 曜日 7日
10:00～12:00
13:00～15:00

＊視覚障害者・介助者対象

＊晴眼者対象

第1回視覚障害援助
ボランティア入門講座

第1,2,3,4 水 曜日 7,14,21,28日 13:30～15:30

※お申し込み・ご不明な点は各担当者までお問い合せください。
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新たに加わった蔵書の紹介
貸出のお申し込みは、直通電話 045(364)0022 にお願いします。

ライトセンター製作図書のみ紹介しております。なお、購入・寄贈・厚労省委託の図書など

については点字版・録音版をご利用ください。「Ｄ総時間」はデイジーの総録音時間の略です。

書　　　　　名 著　者　名 全巻数

化石の探偵術 土屋　健 275

コンビニの闇 木村　義和 224

点 字 図 書

書　　　　　　　名 著者表示 全巻数

足をどかしてくれませんか。 林　香里 5

余物語 西尾　維新 5

インドクリスタル 篠田　節子 12

大江健三郎とその時代 山本　昭宏 6

大きな字で書くこと 加藤　典洋 2

奥多摩　山、谷、峠、そして人 山田　哲哉 4

おしゃれは７、８割でいい 地曳　いく子 2

女たちのテロル ブレイディみかこ 4

彼女たちがやったこと 唯野　未歩子 4

かんばん娘 志川　節子 3

昏い水 マーガレット・ドラブル 8

下戸の夜 本の雑誌編集部下戸班 2

神戸モダンの女 大西　明子 4

胡堂と啄木 郷原　宏 6

作曲家が語る音楽と日常 望月　京 3

騒がしい楽園 中山　七里 4

惨事ストレスとは何か 松井　豊 5

ジグソーパズル48 乾　くるみ 5

子午線を求めて 堀江　敏幸 4

湿った時間 宇佐美　宏子 3

スピノザの秋 蜷川　泰司 6

そして、ユリコは一人になった 貴戸　湊太 5

その犬の名を誰も知らない 嘉悦　洋 5

大嘗祭の本義 折口　信夫 2

田宮二郎の真相 石田　伸也 3

誰が、夢を見るのか 水野　良樹 3

誰も知らない特攻 馬場　明子 2

トクベツな日 白矢　三恵 2

なぜ台湾は新型コロナウイルスを防げたのか 野嶋　剛 4

２.43　春高編 壁井　ユカコ 8

独りの偵察隊 テンジン.ツゥンドゥ 3

百年と一日 柴崎　友香 3

藤原保信著作集　３ 藤原　保信 8

藤原保信著作集　８ 藤原　保信 8

不眠の悩みを解消する本 三島　和夫 2

本を読むのが苦手な僕はこんなふうに本を読んできた 横尾　忠則 4

窓の外を見てください 片岡　義男 4

湊町の寅吉 藤村　沙希 2

苗字の歴史 豊田　武 4

無垢の博物館　上 オルハン・パムク 7

無垢の博物館　下 オルハン・パムク 8

黙示のエチュード マニュエル・ヤン 5

もつれ ジグムント・ミウォシェフスキ 7

ヤンキー君と白杖ガール　３ うおやま 2

吉本隆明全集　４ 吉本　隆明 13

レオナルド・ダ・ヴィンチ復活『最後の晩餐』 片桐　頼継 2

書　　　　　名 著　者　名 Ｄ総時間

意識と脳 スタニスラス・ドゥアンヌ 27:11

かくて日本人は飢死する 野坂　昭如 5:50

検証東電原発トラブル隠し 原子力資料情報室 3:15

憲法とはなにか 櫻井　よしこ 7:56

こども六法 山崎　聡一郎 5:44

人口減少と鉄道 石井　幸孝 8:23

戦争の現場で考えた空爆、占領、難民 熊岡　路矢 7:03

知的障碍者と教会 フェイス・バウアーズ 7:59

ニッポン・あっちこっち 安西　水丸 4:07

はじめて読む哲学の本　人間関係篇 梅香　彰 5:59

抜萃のつゞり　その79 熊平製作所 3:28

半病人の健康法 矢端　正克 7:26

反面教師アメリカ 堀武　昭 9:36

ミッドナイト・コール 田口　ランディ 3:54

民衆こそ王者　８
「池田大作とその時代」
編纂委員会

8:44

民衆こそ王者　９
「池田大作とその時代」
編纂委員会

5:58

民衆こそ王者　10
「池田大作とその時代」
編纂委員会

5:45

遊民爺さん、パリへ行く 小沢章友 4:59

「落語」昭和の名人極めつき72席　１ 1:13

「落語」昭和の名人極めつき72席　２ 1:15

「落語」昭和の名人極めつき72席　３ 1:10

デイジー図書

テキストデイジー図書 （利用はサピエからのみ）


