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不幸せな人が一人もいない社会実現のために

「耳の日記念フェスティバル 2015」を開催
平成 27 年 3 月 8 日（日）、少し雨模様でありましが、午前の部 10 時から「福井市文化会館４階大会議室」にお
いて、『医療公開講座』が開催いたしました。内容は「メドエルジャパン株式会社」より人工内耳製品紹介。続いて
「東海リオンマルツ補聴器センター」より各種補聴器の原理と紹介が行われました。
引き続きメインである「福井大学医学部耳鼻咽喉科医師・山田武千代先生」より、『あなたの耳は大丈夫？難聴
と人工内耳』と題してのご講演をいただきました。途中休憩を挟みながら昼食時間も利用し、聴覚相談会と聴力
測定コーナーなども用意されました。 講演は、耳の穴から出た昆虫、耳掃除はしないほうが良い等、驚きの連続で
した。もっと多くの皆様に聞いていただければ良かったと思いました。

福井大学医学部・山田武千代先生のご講演

当日のパンフレット

午後１時からは、会場を福井市民福祉会館６階大ホールに移し、約 300 名の皆様が参加され、「日本ろう者劇団
（代表・米内山昭宏氏）『手話語り・特攻の櫻』が上演されました。
砂田アトム氏の「関行男大尉」、江副悟史氏の「美しい遺書」、那須英彰氏の「二人の特攻
隊員と鳥濱トメ」、江副悟史氏の「元特攻隊員の祖父と私」、おおトリに米内山明宏氏の「千
羽鶴」の順で公演されました。日本ろう者劇団は 1980 年に創立。演劇が好きなろう者が集
まって以来 30 年。 視覚演劇、手話狂言、ムーブメントシアターをろう者 23 名、聴者 2 名で
活動中。 年 1 回の自主公演、手話狂言と全国で公演をしています。
米内山明宏氏

代表の米内山氏は、当日の公演冊子に次のよう

な御挨拶を載せてい

ます。『戦争は、誰かを愛し、

国の為に命を捧げる。

それは当時だからこその行

為、しかし、賛辞され

るものではない。今日この公

演を見に来てくださ

砂田アトム氏

「決して繰り返されるべきではない」という
幸いです。』 と書かれています。

った方、一人一人が戦争は
那須英彰氏

ことを感じ取ってくだされば
江副悟史氏

最後に、今日が誕生日ということで、米内山さんにケーキをプレゼントするというサプライズもありました。また、
米内山さん、那須さん、砂田さん、江副さん、 ４人のサイン会と写真を撮らせていただき、お客様に楽しんでいただ
けました。 最後に、丸山理事長の挨拶と、眞家施設長の閉会挨拶で全ての日程を終了致しました。
※ お知らせですが、当日忘れ物として、「ハンカチ（白、青い花の縁取り）」と「ディズニーの熊の縫いぐるみがあり
ました。協会事務局でお預かりしております。ご連絡ください。更に折角、チケットをご購入いただきましたのに、ご

都合でお越し願えなかった皆
様に、当日配布したパンフレッ
トがあります。何かの折に協会
にお越しいただければお渡し
いたします。皆様のご参加で、
大いに盛り上がりました。あり
がとうございました。

「第１４回全国障害者スポーツ大会」福井県選手大活躍！
全国障害者スポーツ大会は、第 56 回（2001 年）の国民体育大会から設立された障害者のスポーツ大会です。
主催は文部科学省・日本障がい者スポーツ協会・開催都道府県・政令指定都市。2013 年までは厚生労働省が主
催していました。これまで障害者のスポーツ大会としては全国身体障害者スポーツ大会
（1965 年設立）と全国知的障害者スポーツ大会（1992 年設立）の 2 大会がありました
が、それらを一つにまとめて障害者に対するスポーツの普及また障害者の社会参加推
進、更にスポーツを通しての友情と国民のバリアフリーの意識を高めてもらおうと企画さ
れました。開催は毎年、秋季大会《第 6 回（2006 年）以降は夏季・秋季一体型で開催》
の開催終了後に、国体の会場と同じ施設を使って 3 日間開催されます。なお、大会歌は

大会シンボルマーク

なお大会歌は、南こうせつ作曲の『空よ大地よ』。

「第１４回全国障害者スポーツ大会」福井県選手成績のお知らせ
平成２６年１１月１日（土）～３日（月）に長崎県で開催された「第１４回全国障害者スポーツ大会（長崎がん
ばらんば大会）」の福井県選手の成績は下記のとおりでしたので、お知らせします。
＜成 績＞ 金メダル ８個、銀メダル ９個、銅メダル ０個・・・計 １７個
＜選手団＞ 選手２１名、役員１６名(団長 藤田卓美[ＮＰＯ福井県手をつなぐ育成会副理事長])
＜第１４回全国障害者スポーツ大会「長崎がんばらんば大会」の概要＞
（１）主 催
文部科学省、(公財)日本障がい者スポーツ協会、
長崎県他
（２）開催期日 平成２６年１１月１日（土）～３日（月）
（３）スローガン 「君の夢 はばたけ今 ながさきから」
（４）開催場所 長崎県立総合運動公園陸上競技場（諫早市） 他
（５）参加人数 選手 ３，２６７人 役員 ２，２４５人 等
（６）競技数
個人競技：６競技、団体競技：７競技
開会式のセレモニー
※福井県選手団は、個人６競技（陸上競技、水泳、アーチェリー、卓球、フライングディスク、ボウリング）
２１種目に出場。 ご存知のように、福井県においては平成 30 年（2018 年）「福井しあわせ元気大会」
として開催される予定です。

平成 26 年度手話通訳者全国統一試験、全国統一要約筆記者認定試験
手話通訳者全国統一試験（平成 26 年 12 月 6 日実施）及び、2014 年度全国統一要約筆記者認定試験（平成
27 年 2 月 22 日実施）の結果が発表されました。

（1）手話通訳者全国統一試験の全国受験者数は 1,504 名で合格者数は 177 名（合格率 11.77％）
でした。福井県は、17 名が受験し 1 名の方が合格（合格率 5.88％）されました。
（２）2014 年度全国統一要約筆記者認定試験は、①実技と②筆記に分かれ、かつ実技は、手書き実技と
パソコン実技があります。「手書き」は受験者 662 名に対し全認定者は 228 名で合格率は 34％、「パソ

コン」は 519 名に対し 211 名で 41％でした。福井 ☆平成 27 年度
手話通訳者全国統一試験合格者
県の「手書き」受験者数 18 名に対し認定者数は
（敬称略させていただきます）
7 名で合格率は 38.9％。「パソコン」受験者数 10
名に対し 5 名合格率は 50％でした。 合格者の皆
さんおめでとうございました。
手話通訳者の合格証書は、福井県ろうあ協会
の第 28 回ろうあ者福祉大会（越前町）で、要約筆
記者の合格証書は、NPO 法人福井県中途失聴・
難聴者協会の総会で、授与されます。
田中 桂子
☆平成 27 年度全国統一要約筆記者認定試験合格者(受験番号順、敬称略させていただきます)

大野 三和（手）

清水 きよみ（手）

黒川 裕子（手パ）

高村由弥子（手パ）

菅原 安希（手）

友重 香織（手パ）

上田 優子（手パ）

福岡 美紀（パ）

厚生労働大臣公認第 27 回手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験）のご案内
日時：10 月 3 日（土）13：00～16：30 学科試験（社会福祉・聴覚障害者基礎知識、手話通訳のあり方・国語）
10 月 4 日（日）別途通知

実技試験（聞取り通訳、読取り通訳）

会場：東京、大阪、熊本
受験資格：20 歳以上の者
申込受付期間：5 月 10 日（日）～６月 15 日（月）当日消印有効
受験手数料：18,000 円簡易書留郵便のみ受付
「受験の手引き」「受験申込書」の入手方法は、当センター事務所か URL=http://www.jyoubun-center.or.jp で

手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験）対策受講の案内
実施期間：香川会場 5 月 15 日（金）～17 日（日） 申込締切 4 月 3 日(金)

受講決定 4 月 20 日（月）頃

青森会場 7 月 3 日（金）～5 日（日） 申込締切 5 月 7 日(水)

受講決定 5 月 29 日（金）頃

長野会場 8 月 7 日（金）～9 日（日） 申込締切 6 月 10 日(水)

受講決定 7 月 3 日（金）頃

京都会場 9 月 7 日（金）～9 日（日） 申込締切 7 月 31 日(水)

受講決定 7 月 31 日（金）頃

対象者：①手話通訳士の資格取得を目指す ②都道府県・市町等行政及び情報提供施設等に設置または登録
され、手話通訳業務に従事している ③都道府県・市町等主管課長の推薦する
受講修了条件：3 日間のカリキュラムを修了した者

条件を全て満たす方

定員 各会場 30 名

研修費：3,000 円 （宿泊・食事等は別途）
お問合せ：当センター事務所か、社会福祉法人全国手話研修センター 人材養成課 担当 瀧沢彰子様

平成26年度後期 聴覚障がい者向け映像ライブラリー目録
№
分類番号 情提管理№
番
1 CG2014-001 190667 ＮＨＫスペシャル 世界初撮影！ 深海の超巨大イカ
2

CG2014-002

6

ろうを生きる難聴を生きる デフリンピック２０１３ 初参加！自転車競技
ろうを生きる難聴を生きる 夢はドラフト ～プロ野球独立リーグ 野呂大樹選手～ 前編

190669

ろうを生きる難聴を生きる 夢はドラフト ～プロ野球独立リーグ 野呂大樹選手～ 後編

DA2014-027

ろうを生きる難聴を生きる デフリンピック2013 ふわっと高く舞い上がれ! ～棒高跳び・竹花康太郎さん～

DA2014-028

ろうを生きる難聴を生きる デフリンピック２０１３ 団体金メダルを目指して ～卓球女子・川﨑瑞恵さん～

DA2014-029

ろうを生きる難聴を生きる 補聴器の使いこなし術

DA2014-030
DA2014-031

190670

ろうを生きる難聴を生きる モバイル型遠隔情報保障システムとは？
ろうを生きる難聴を生きる デフリンピック２０１３ めざせ二連覇 ～ハンマー投げ 森本真敏さん～

DA2014-032

ろうを生きる難聴を生きる デフリンピック２０１３ 初のメダルを！ ～バスケットボール女子チーム～

DA2014-033

ろうを生きる難聴を生きる 手話狂言の心を伝える ～日本ろう者劇団の海外公演・前編～

DA2014-036

ろうを生きる難聴を生きる 新たな表現を求めて ～日本ろう者劇団の海外公演・後編～
ろうを生きる難聴を生きる デフリンピック２０１３ 世界の頂点を目指せ ～水泳 今村可奈さん・金持義和
さん～
ろうを生きる難聴を生きる 障害者差別を解消するために ～第６１回全国ろうあ者大会ｉｎ山形～

DA2014-037

ろうを生きる難聴を生きる よっしゃ！手話で笑わせたろか ～手話落語家・喜楽舎馬次郎の世界～

DA2014-035

DA2014-038
DA2014-039

190671

190672

DA2014-040
7

ＮＨＫスペシャル シリーズ深海の巨大生物謎の海底サメ王国

DA2014-025

DA2014-034
5

名

DA2014-024
3 DA2014-026

4

190668

組

DA2014-041
DA2014-042

ろうを生きる難聴を生きる デフリンピック・メダリストに聞く ～前編～

58
58

75

60

60

60

ろうを生きる難聴を生きる デフリンピック・メダリストに聞く ～後編～

190673

8 DA2014-043

190674

9 DA2014-045

190675

10 DA2014-046

190676

DA2014-047
11 DA2014-048

ろうを生きる難聴を生きる 喜楽舎馬次郎 ～手話落語の世界～

分数

ろうを生きる難聴を生きる 災害に備える ～映画「生命のことづけ」から学ぶ～
ろうを生きる難聴を生きる 災害に備える ～情報を得るために～
バリバラ 就労・障害者の悩み
大改造‼!劇的ビフォーアフターSEASONⅡ物件251空回りする家 音の匠とリフォームの匠が協力 難聴者が
住み易い理想の住宅を
手話で生きる

30
29
101
49

みらいのつくりかた ＹＵＭＩＥ 難聴のプロボディボーダー

190677

生きるを伝える 井戸端手話の会 主宰 松森果林

11

12 DA2014-050

190678

23

13 DA2014-051

190679

生きるを伝える デフラグビー日本代表 柴谷晋
24時間テレビ ニッポンって…?この国のかたち 松本潤と耳の不自由な子どもたち 心をひとつに刻むタッ
プダンス
サラリーマンライフ ～ろう者と聴者が共に働く職場づくり～

14 DA2014-052

190680

交通事故裁判 ～手話ができなくなったことを言語障害として認めて欲しい～ 完全版

27

15 DC2014-001

190681

池上彰の戦争を考えるＳＰ ～戦争をどう伝えたのか～

95

16 EA2014-001

190682

ＪＡ共済 生徒向け 自転車交通安全教室ＤＶＤ

18

DA2014-049

EA2014-002

今から始める喫煙防止教育（第２版） たばこ、やめてね！ （小学校１、２年生用）

EA2014-003
17 EA2014-004

18
19

今から始める喫煙防止教育（第２版） タバコのけむりはあぶないよ！！ （小学校３、４年生用）

190683

今から始める喫煙防止教育（第２版） タバコって本当はどんなもの？ （小学校５、６年生用）

EA2014-005

今から始める喫煙防止教育（第２版） 考えてみよう タバコと健康 （中学生・高校生用）

EA2014-006

今から始める喫煙防止教育(第2番) タバコか健康か～あなたはどちらを選びますか?～(一般・大学生用)

EB2014-008
EB2014-009
EB2014-010
EB2014-010

46

190684
190685

サイエンスチャンネル 赤ちゃんがいっぱい (3)よみがえれ！むらさきの花 ノハナショウブの巻
サイエンスチャンネル 赤ちゃんがいっぱい (4)クロとハナの動物夫婦物語 クロサイの巻
サイエンスチャンネル 赤ちゃんがいっぱい (5)美ら海のサンゴの海を抱きしめて サンゴの巻
サイエンスチャンネル 赤ちゃんがいっぱい (6)夢いっぱい!未来へつなぐ観察日記 マレーバクの巻

64

28
28

20 FD2014-010

190686

無法松の一生

104

21 FD2014-014

190687

昭和２９年度芸術祭参加作品 二十四の瞳

157

22 FD2014-015

190688

喜びも悲しみも幾歳月

160

23 FD2014-016

190689

釣りバカ日誌 イレブン

113

24 FD2014-017

190690

釣りバカ日誌１２

112

25 FD2014-018

190691

昭和三十七年度芸術祭参加 若い人

26 FD2014-019

190692

キューポラのある街

27 FD2014-020

190693

潮騒

28 FD2014-021

190694

青い山脈

90
100
82
96

50作品 28盤面

１,934分

平成 27 年度手話奉仕員・通訳者・要約筆記者養成事業のご案内
№

回数

期間

1手話奉仕員養成新課程

講座名

県社会福祉センター

会場

曜日
水

10：00～12：00

時間

46

H27.5.13～H28.3.23

2

〃

県立大学

木

10：40～12：10

36

H27.4. ～H28.3.

3

〃

敦賀看護大学

水

16：50～18：10、15：10～16：40

36

H27.5.13～H28.1.27

4手話奉仕員ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ講座

県社会福祉センター

月

19：00～21：00

15

H27.7.13～11.9

5

県社会福祉センター

木

14：00～16：00

15

H27.7.16～11.5

6手話通訳者Ⅰ

県社会福祉センター

土

13：00～15：00、13：00～17：00

36

H27.5.9～H28.3.5

7手話通訳者応用課程

敦賀市あいあいプラザ

月

19：00～21：00

23

H27.5.18～11.9

8手話通訳者実践課程

越前町朝日生涯学習ｾﾝﾀｰ

月

19：00～21：00

19

H27.5.11～H28.3.

9手話通訳者ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講座

県社会福祉センター

土・日 13：00～15：00、10：00～15：00

19

H27.7. ～11.

丹南地域

土・日 13：00～15：00、10：00～15：00

19

H27.7. ～11.

10

〃

〃

11要約筆記者養成講座

県社会福祉センター

12

県社会福祉センター

〃

木

19：00～21：00

42

H27.4.23～H28.2.18

土

13：00～16：00

28

H27.5.30～12.19

土・日 10：00～17：00

24

H28.1. ～28.2.

13要約筆記者移行研修講座

県社会福祉センター

14敦賀市手話奉仕員養成新課程

敦賀井あいあいプラザ

火

19：00～21：00

46

H27.5.19～H28.3.15

15坂井市手話奉仕員入門課程

東十郷ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

水

19：00～21：00

21

H27.5.27～10.21

16

東十郷ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

水

10：00～12：00

21

H27.9.2～H28.2.10

17大野・勝山市手話奉仕員養成入門 大野市青少年教育ｾﾝﾀｰ

木

19：00～21：00

21

H27.6.4～10.22

18大野市手話奉仕員ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ講座

大野市結とぴあ

水

19：00～21：00

15

H27.6.24～11.18

19あわら市手話奉仕員養成講座

あわら市中央公民館

木

9：30～11：30

24

H27.6.18～12.3

20越前町手話奉仕員養成講座

越前町朝日生涯学習ｾﾝﾀｰ

火

19：00～21：00

28

H27.6.9～12.22

21大野市要約筆記者養成講座

結とぴあ

日

13：00～17：00

28

H27.5.17～12.13

〃

これからの聴覚障がい者の課題は
平成 27 年度がスタートするのにあたり、今後の事業運営について是非「将来構想検討小委員会」を立ち上げて
いただきたいと思います。「なんとかしなきゃ!プロジェクト」というホームページがありますが、「70 億人の世界が直面
している課題」と題して 7 つのキーワードを示しています。 １．平等・・・貧困と不平等の撲滅が人口増加を緩和する、
２．女性と少女・・・女性と少女への抑圧を無くすことが、社会発展を促す、 ３．若者・・・未来を担う若者への投資、
４．リプロダクティブ・ヘルス/ライツ・・・全ての子どもが望まれて生まれ、 出産が安全なものであれば、家族はより E
〃小さな規模になり、より強くなる、 ５．環境・・・地球環境の保護が、私たちの生活を支えていく、 ６．高齢化・・・出
生率の低下と寿命の延び。高齢化は世界規模の課題、 ７．都市化・・・これから都市はますます大きくなるというも
のです。一方、わが国の課題として、「三越伊勢丹ホールディングス」は 7 つの課題をこう挙げています。１．コミュニテ
ィへの参画及び発展。 ２．消費者課題。 ３．公正な事業慣行。 ４．労働慣行。 ５．人権。 ６．環境。 ７．組織統治（IR
情報）。では、当福井県聴覚障がい者協会の 7 つの課題は何だろう？
四天王寺大学・原順子氏の論文「聴覚障害ソーシャルワーカーへの質的調査から」でこう述べています、『筆者は
聴覚障害ソーシャルワークに関する文献研究による考察をおこなっているが、相談支援を現に実践している専門職
からの言説を基にした質的調査に基づき、聴覚障害ソーシャルワークについて考察するものである』。
その 7 つのカテゴリーは、①聴覚障害者は多様性、 ②聴覚障害者はマイノリティ、 ③わかりにくい、 ④聴覚障
害に関する知識やコミュニケーション技術が必要、 ⑤求められる独自の専門性、 ⑥聴覚障害ソーシャルワークの
専門性は未確立、 ⑦支援目標は聴者社会との関係性の改善・・・であった。
具体性は無いものの、今後の考える材料としてあげてみました。大きな目標の一つは、施設長が常任配置がで
きるように基準職員数現行 3 名を 1 名増員（増額）してもらうことです。事業運営を考えれば、新しい事業たとえば、
「障がい者グループホーム」、「障がい児地域活動支援センター」等々です。さあ！お金と人材が大切です！！！

新聞記事から
☆2018 年に行われる「福井国体・全国障がい者スポーツ大会」に標準を当
てた「要約筆記勉強会」が「大野市結とぴあ内・ボランティアセンター」で実
施されているニュースが 2 月 25 日福井新聞に掲載されました。平成２６年
当センターで行われた「要約筆記講習会」に参加された、大野市職員・板
根さんを中心に 20 代から 60 代 7 人の方が楽しく学んでいる記事です。
2018 年には手話通訳と要約筆記のボランティアが約 500 名必要とさ
れます。是非、興味があり、大会ボランティアに参加してみたいという方々、
福井県聴覚障がい者センターまでご連絡ください。センターでは、右下記事
のように「情報提供ボランティア」をやってみたい方を養成することになって
います。「昼コース」と「夜コース」があります。詳細は、電話：0776-63-5572、
FAX：0776-63-6692、聴覚障がい者センターまでお問い合わせください。多
くの皆様のご協力が必要です。特に 3 日間に渡って繰り広げられる「障が
い者スポーツ大会」には、障がいを持たれた選手約 3,500 人、役員 2,000
人の皆様が全国からお見えになります。受け入れる福井県も、「大会運営
ボランティア」約 3,500 人、「選手団サポートボランティア」約 800 人、「情
報支援ボランティア」約 500 人の人員が必要といわれています。

ごあいさつ
皆様、福井県聴覚障がい者センターの眞家です。平成 25 年に多くの皆様
のご支援により「社会福祉法人福井県聴覚障がい者協会」が創設され、同
時に「福井県聴覚障がい者センター」が開設し丸 2 年が経過いたしました。
図らずも施設長という大役をお引き受けすることになり、越前市役所嘱
託・生活保護就労支援員と掛け持ちをしておりましたが、3 月 31 日をもっ
て退任させていただきます。様々な思いが「去来」します。 私も 2 月 22 日、
満 66 歳になり、故郷東京を離れ、41 年目を迎えます。私には終生に３人の
恩師がおりました。いずれも 70 歳から 72 歳で黄泉の世界に旅立たれまし
た。考えてみれば「生涯現場、学びの生涯」を貫かれた方々でありました。
そう考えると自分の人生も後 4 年という目途を立てました。
いろいろなことを思う中で、恩師・故中島昭美先生が歌人・窪田空穂先生
のご親戚で、よく『去年の雪（こぞのゆき）』の詩集をお話くださいました。中で
も『死ぬるかと 時におもいぬ命とは 我がものにして 我がものならねば』と
いう一句が強く印象に残ります。人の一生は長いようで短く、儚く、小さなもの
です。「人間何のために生きるのか」と問えば、越前市御誕生寺住職・板橋興
宗禅師は、『死ぬために生きる』と答えています。最後になりますが、皆様がご
健康でご多幸であらんことを、心からお祈りします。更に、2 年間いたらぬ小生
にも係わらず、献身的な仕事をされてきた石田、西川、大西、竹原の各職員に
深甚の感謝を申し上げます。 ありがとうございました。

（眞家 徹）

