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全国視覚障害者情報提供施設協会（全視情協）�

  主　な　内　容   

「総合ないーぶネット」の進捗状況について　……………………………………１�

ないーぶネット研修会のお知らせ　………………………………………………３�

第２６回全視情協大会（茨城大会）迫る！！　……………………………………６�

「ないーぶ通信Ｎｏ.２４」に続いて、「総合ないーぶネット」の開発の状況についてお知ら
せします。�
 �
１．開発は、図書管理システムとネットワークシステムの整合性を図りながら進めてい
　　ます。現在のところ、次のスケジュールで進んでいます。�

「総合ないーぶネット」の進捗状況について（２）�

茨城大会に関するお知らせを６ページ以降に掲載しています。�
お見逃しなく！！�
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　【２０００年１０月～１２月】�
　　・現在、パイロット館３館で図書管理システム導入の準備作業をしています。�
　　　パイロット館は他館より先行して整備を進める必要があることから、一般の整備
　　　とは別途に、先行してバーコード、機材の配布を行い、整備を行います。�
　　　また、この整備に伴うノウハウを蓄積し、他施設の導入に生かします。�
　　・その他の施設は、１０月の全視情協大会で、機器の説明、バーコードの説明を行っ
　　　た後、各施設にバーコードならびに機材の配布を行います。�
　　　配布時に説明資料を同封しますので、バーコード貼付の作業ができる施設は、作
　　　業が開始できます。（一部の不要とする施設には配布されない場合があります）�
　　・１０月２５日（水）に、総合ないーぶネットがインターネット上でサービスインします。
　　　ただし、これはデータの更新機能を有していないため、今年４月から稼動してい
　　　る「新システム」を１０月以降も延長し、最長来年３月まで稼動させます。�
　　　（来年２月には全ての機能が完備する予定です）�
　　・１０月下旬から１１月上旬にかけて、機器の配布を行います。そして、各施設が
　　　ＡＢ０１に登録した目録データをそれぞれの施設ごとに切り出して、ＣＤ-ＲＯＭで配
　　　布します。（この際、各施設で行っていただきたい作業については、別途連絡します）�
�
　【２００１年１月～4月】�
　　・平成１３年２月から、「総合ないーぶネット」にデータアップができるようになり
　　　ます。�
　　・３月から「総合ないーぶネット」を使った運用が始まります。�
　　・平成１３年４月に、「総合ないーぶネット」が本格稼動し、現行システムの全ての
　　　機能がインターネット上で実現されます。�
　　・最長で平成１３年３月末には、「新システム」が廃止されます。�
　　・平成１３年４月以降、現行システムは「総合ないーぶネット」のサブシステムとな
　　　り、点字データ及び目録のアップができなくなります。また、ＡＢ０１の更新も行い
　　　ません。現行システムは、個人ユーザーがインターネット利用に切り替える期間
　　　として、最長２年間存続させる予定です。�
　　　しかし、オンラインリクエストの機能は、インターネット使用が不可の個人会員
　　　のために残します。従って、各施設では時々現行システムのチェックをしていた
　　　だく必要があります。�
　　・平成１３年４月以降、日本アイ・ビー・エム（株）のご協力により、ブロックごとに
　　　個人ユーザーを対象とした「インターネット講習会」を開催する予定です。（各回
　　　定員２０名）�
 �
２．各施設へお願い�
　　・平成１３年３月からは、各施設は、現行システムにではなく、「総合ないーぶネット」
　　　にデータアップをしてくださるようお願いします。�
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　　・「総合ないーぶネット」に関する研修を次のように行いますので、今から予定に組
　　　み込んでおいてくださるようお願いします。�
　　　※ないーぶネット研修会：平成１２年１１月２１日（火）～２２日（水）大阪�
　　　※「総合ないーぶネット」操作研修：平成１３年２月、各ブロックを対象に東京・
　　　　大阪で開催。１泊２日。機器配布を受ける点字出版所、ボランティア団体も対象。
　　・８月に行ったアンケートでモデル館を募りましたが、該当の施設には各ブロック
　　　長を通じて改めて依頼しますので、よろしくお願いします。�
 �
　　※総合ないーぶネットへの登録に関するご注意�
　　　「総合ないーぶネット」はオンライン部分のデータベースとオフライン部分の図書
　　　管理システムで構成されています。�
　　　オンライン部分での直接登録機能は持たせていません。書誌の登録変更は管理シ
　　　ステムを通じて行われます。�
　　　従って、管理システムを採用しないということは、ネットワークへの登録機能を
　　　持たない、ということになります。�
　　　管理システムとして使用しない場合でも、ネットワークへ登録したい場合は、管
　　　理システムの登録機能を使用する必要があります。�
　　　この点、くれぐれもご注意いただくようにお願いいたします。�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責：藤野）�

ないーぶネット会員各位�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　            �
�
　秋晴れの候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。�
　遅くなりましたが、今年度「ないーぶネット研修会」のご案内をさせていただきます。�
　今回の研修会は、『ないーぶネット』がより大きな『総合ないーぶネット』へと切り替
わる時期にあり、これからのスケジュールや、『総合ないーぶネット』について、また移
行に必要な作業を含めたシステムの操作説明などのプログラムを用意しております。研
修内容の充実はもちろんのこと、普段は顔を合わせる機会の少ない他施設・団体の方と
の交流や、研修の合間になされる情報交換はこれからの活動にきっと役立つことと思い
ます。�
　ご多忙のことと存じますが、万障お繰り合わせの上、是非ご参加いただきますよう、
よろしくお願い申し上げます。�
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ないーぶネット研修会のお知らせ�

ないーぶネット事務局長�
村 井 晶 人�
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プログラム�

●１１月２１日（火）�
 �
　１３：００　　　�
　１３：３０～１４：００　�
　　　　　　　　�
　１４：００～１４：１０�
　　　　　　　　�
　１４：１０～１５：２０�
　１５：２０～１５：４０�
　１５：４０～１６：１０�
　１６：１０～１６：２０�
　１６：２０～１６：４０�
　１６：４０～１７：００�
　１７：００～１７：２０�
　１８：００～２０：００�
　交流会終了後�
�
●１１月２２日（水）�
 �
　９：００～９：１５�
　９：１５～１２：３０　
　　　�
　　　�
　　　�
　　　　�
　　　　 �
　　　　�
　　　 �
　１２：３０～１３：３０�
　１３：３０～１５：００�
　１３：３０～�
　１５：００�

�
 �
受付開始�
挨　拶　�
オリエンテーション�
点字図書館等情報ネットワークに対する全視情協の方針と�
経過報告�
総合ないーぶネットとは？�
休　憩�
システムの操作説明（概略）�
会員種別の説明�
インターネット化における個人会員へのサポート�
テレフォニーについて�
質　問�
交流会（かの有名レストラン『アラスカ』を予定）�
フリートーク（前回ご好評の名産品大会）�
�
�
 �
個人会員の登録方法�
システムの操作説明（詳細）�
　　・目録入力�
　　・目録登録�
　　・データのアップロード�
　　・検索・データダウン�
　　・オンラインリクエスト �
　　・利用者登録�
　　・その他 �
昼　食�
初期データベースの構築�
インターネット体験�
閉　会�

－ 記 －�
 �
　　日　　時　：２０００年１１月２１日（火）１３：３０ ～�
　　　　　　　　　　　　　　　２２日（水）１５：００�
　　会　　場　：日本ライトハウス盲人情報文化センター�
 �
　　お問い合せ：ないーぶネット事務局　ＴＥＬ．０６－６７８４－３２４４�
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＜参加と申し込み方法＞�
　１ . 参加費用�
　　　（１）全日程　（研修・交流会・１１／２２昼食）　　　１１,０００円�
　　　（２）全日程　（研修・交流会・１１／２２昼食なし）　１０,０００円�
　　　（３）研修のみ（研修・１１／２２昼食）　　 　 　　   　６,０００円�
　　　（４）研修のみ（研修・１１／２２昼食なし）　　　     　５,０００円�
　２ . 申し込み方法�
　　　参加費用を下記口座にお振込のうえ、ないーぶネット事務局までＦＡＸもしくは郵
　　送にてお申し込み下さい。申込用紙は別途お送り致します。郵送の場合には、早め
　　にお願い致します。�
　　　　・ 申し込み先：ないーぶネット事務局（日本ライトハウス内）�
　　　　　　　　　ＦＡＸ. ０６－６７８４－４４１７ �
　　　　　　　　　〒５５０-０００２　大阪市西区江戸堀１－１３－２ �
　　　　・ 振り込み口座：三和銀行　放出支店　普通　３８３３６７２�
　　　　　　　　　全視情協 視覚障害者情報ネットワーク事務局長　岩井和彦�
　　　　　（振込手数料は、各自ご負担ください。尚、諸般の事情により旧口座名義に
　　　　　　なっています。ご了承下さい。）�
　　　　・ 申込締切（厳守）：２０００年１０月２０日（金）�
 �
＜宿泊先のご案内＞             �
　　　今回の研修会では宿泊先を取りまとめておりません。直接ホテルへご予約ください。�
　　　下記のホテルでは、ご予約時に「ないーぶネット研修会」と言っていただくと、
　　朝食付き・お一人様６,５００円にて、ご宿泊いただけます。どうぞご利用ください
　　ませ。�
　　　また、交流会の後に予定しております「フリートーク」は、下記「ホテルリンク
　　ス大阪＆.ＳＰＡ」のミーティングルームで行います。みなさまのご参加をお待ちして
　　おります。�
 �
　　推奨ホテル　　�
　　　　天然温泉 「ホテルリンクス大阪＆.ＳＰＡ」�
　　　　　　ＴＥＬ：０６－６４４７－９０００�
　　　　　　〒５５０-０００２　大阪市西区江戸堀３－６－３５�
　　　　　・なにわ天然温泉（宿泊者無料）�
　　　　　　サウナ・カイザーバス・エステバス・フットバス他�
　　　　　・マッサージ室、エステ室、コインランドリー有�
　　　　　・全室バス・トイレ・カラーテレビ・エアコン完備�
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＜研修会場までの所要時間＞�
　　新幹線の場合：新大阪駅からの所要時間　約２０分�
　　　　　　　　　ＪＲ「新大阪」－「大阪」（桜橋口出口）、�
　　　　　　　　　地下鉄四つ橋線「西梅田」から１駅、「肥後橋」２番出口真横�
　　飛行機の場合：大阪伊丹空港からの所要時間　約５０分�
　　　　　　　　　伊丹空港－大阪駅前行き（バス）、�
　　　　　　　　　地下鉄四つ橋線「西梅田」から「肥後橋」�
�

　大会開催が目前となりました。ご担当の皆様には準備にお忙しいことと存じます。各
施設にはすでに開催案内をお送りしていますが、下記の点につき追加連絡いたします。
当日のご参加をお待ちしています。�
�
１　参加者の皆様へ�
�
　★ホテルバスの運行について�
�
　　１０月２５日（水）のみ、水戸駅から会場までの「ホテル行きバス」が出ます。�
　　バスは２台でお待ちしています。以下の２回のみの運行です。�
�
　　　　　水戸駅南口 ロータリー発�
　　　　　　① １２：２０発（大型バス。前に「茨身連」、後ろに「宝くじ号」の�
　　　　　　　　　　　　　表示があります）�
　　　　　　② １３：２０発（マイクロバス。「水戸プラザホテル」の表示）�
�
　　※「スーパーひたち１９号」（水戸着１２：０６）、�
　　「スーパーひたち２３号」（水戸着１３：０３）でお越しの皆様は、時間が合いますので
　　是非ご利用ください。�
�
２　施設長会議（２５日１０：００～１１：３０）について�
�
　　この施設長会議は「平成１２年度第２回全視情協総会」です。今回は特に、ＮＰＯ法
　人設立についての審議・決議となります。施設長または代理の方のご参加をお願いい
　たします。�
　　総会のご案内は別刷りで同封しておりますが、ご欠席の施設におかれましては、必
　ず委任状（同封のはがき）をご提出くださいますようお願いいたします。�
　　なお、ＮＰＯ法人定款（案）と設立趣旨書およびこれまでの経過に関する資料を別刷

第２６回全視情協大会（茨城大会）迫る！！�
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　りで同封しています。各施設でご検討ください。資料の点字版が必要な方は、全視情
　協事務局（ＴＥＬ.０６－６４４１－００１５）までご請求ください。お送りいたします。�
�
３　分科会２（２６日９：００～１２：００）「『点訳のてびき』の改訂について」および�
　　自主学習会２（２６日１９：００～２１：００）「点字表記についてのフリートーキング」に�
　　ご参加の皆様へ�
 �
　　「分科会２」および「自主学習会２」に参加される方は次の資料が必要ですので、必
　ずご持参くださいますようお願いいたします。�
�
　　１　「点訳のてびき　第２版」�
　　２　「日本の点字　第２６号」�
�
　　※「日本の点字　第２６号」には「日本点字表記法１９９０年版」の改訂原案が掲載さ
　れています。日盲社協加盟施設には、日本点字委員会から墨字版１部が配布されてい
　ますが、墨字版の追加および点字版をご希望の方は、日本点字委員会事務局へお申し
　込みください。�
�
　　　日本点字委員会事務局�
　　　　　　　電話　０３－３２０９－０２４１（日本点字図書館内）�
    　　「日本の点字　第２６号」�
　　　　　　　墨字版・点字版　各１部　６００円�
　　　　　　　（墨字版は、１部につき送料１８０円別途必要）�
�
４　自主学習会３（２６日１９：００～２１：００）「システム関係」にご参加の皆様へ�
�
　　「自主学習会３」に関しましては、内容が未定となっておりましたが、下記のように
　決定いたしました。�
�
　　テーマ　　「総合ないーぶネット」初期データベース構築のための方法Ｑ＆Ａ�
�
　　内　容　　「総合ないーぶネット」を導入するために、各施設は何をすればいいのか、�
　　　　　　　どのような準備が必要なのかなど、初期データベース構築のための様々
　　　　　　　な疑問に、システム担当委員が、以下の３つのグループに分かれてお答
　　　　　　　えします。�
　　　　　　　　①　目録がコンピュータデータ化されていない施設�
　　　　　　　　②　リマシーを使用している施設�
　　　　　　　　③　独自のデータベースなどを使用している施設�
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５　「初めてのガイド」ビデオ販売のお知らせ�
�
　　現在、「初めてのガイド」ビデオ版を制作中ですが、近々完成の予定です。�
　　大会会場では上映と販売を行いますので、どうぞお買い求めください。�
　　　　　　　�
　　「初めてのガイド」ビデオ版�
　　　　　時間：１５分�
　　　　　価格（大会当日のみの特別価格）：２０００円（税別）�
　　　　　※ 後日の一般価格につきましてはあらためて通知します。�
�
６　サービス委員会からのお知らせ�
�
　　サービス委員会主催「筑波技術短期大学図書館見学ツアー」�
�
　　　１０月２７日（金）大会終了後、同大学の図書館と学内の見学を行います。データベ
　　ース化された点字図書、テキストデータやＤＡＩＳＹ図書が自由に利用できるように構
　　築されたシステムは一見する価値十分です。�
　　　なお、同大学には、視覚障害関係学科として、情報処理学科、理学療法学科、鍼
　　灸学科があります。詳しくはホームページをごらん下さい。�
　　　http://www.k.tsukuba-tech.ac.jp/�
 �
　　　見学時間：１０月２７日（金）１４：３０～１６：００�
　　　経　路　：水戸　１２：５０発�
　　　　　　　　　�
　　　�
　　　　　　　　土浦　１３：２０着�
　　　　　　　　�
　　　�
　　　　　　　　平砂学生宿舎前　下車�
　�
　　　問い合わせ先：岩井和彦（日本ライトハウス盲人情報文化センター�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ０６－６４４１－００１５）�

ＪＲ（特急料金含め￥１,９００）�

バス（筑波大学中央行き　￥５９０）�


