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このたび県共同募金助成金の交付を受け、 消防署と連携し防災講習会と避難訓練および

AED体験講習を実施する運びとなりました。  

災害時にどんな配慮が必要か等、 体験を通し学びます。 日時・会場は改めてご案内しますの

で、聴覚障害者に関わる方々のご参加をお待ちしています。 

  また、 聴覚障害者支援用具配備として、 センターに防災ヘルメット 30個、 反射ベスト（手話通

訳・要約筆記文字プリント標記）30着、 他に防災グッズ 3セットを整備します。   

今後、 地域の避難訓練に聴覚障がい者も参加できるよう、 手話通訳や要約筆記の派遣に際

し希望があれば、 防災ヘルメット、 反射ベスト、 防災グッズの貸出もいたしますので、 是非ご相

談ください。 

 
 

 

「軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業」が平成 27年 4月 1日より開始されました。 

18歳未満で以下の条件を満たす児童が対象です。 

・身体障害者手帳の交付対象とならないこと 

・聴力レベルが 30デシベル以上 70デシベル未満であること 

・補聴器の装用が必要であると医師に診断を受けていること 

助成対象経費 

・新たに補聴器を購入する経費 

・耐用年数後に補聴器を更新する経費 

・止むを得ない事情により補聴器を購入または修理する必要があると認められた場合の経費 

補助額：対象経費の 2/3（基準額を超える場合は基準額の 2/3） 

※所得制限あり・補聴器の種類ごとに補助基準額あり  

県内では 9 月 1 日現在、福井市・敦賀市・大野市・勝山市・鯖江市・越前市・永平寺町・南越前

町・越前町において助成を受けることが出来ます。 

詳しい内容は、 お住まいの市町福祉課にお問い合わせください。 

   

 

3年後の「福井しあわせ元気大会」バレーボール競技に、 身体（聴覚）障がい 

部門があり、 福井県の選手を募集しています。 男女共に平成 30年 4月 1日 

現在で 13歳以上になる障害者手帳を有している人なら、 どなたでも応募で 

きます。 ふるってお申込みください。 

毎週日曜日午前 10時～12時に福井市ちもり体育館で練習しています。 

お問い合わせは、福井県聴覚障がい者センターまで 

FAX 0776-63-6692 TEL 0776-63-5572 
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障害者手帳のない児童にも補聴器助成 

聴覚障がい者防災の第一歩！！ 

 

聴覚障害者バレーボールの選手を募集しています 
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県内実態把握・参加希望調査にご協力ください 

県内の手話サークル・要約筆記サークル、 手話奉仕員養成・手話通訳 

者養成・要約筆記者養成講座を受講中の方、 および過去の受講者に、  

3年後の「しあわせ元気大会」への参加意向を調査するアンケートを 9月 

から実施します。 皆様のご協力をお願い申し上げます。 

連絡会議         
                    6月 28日（日）に第 1回、 8月 2日（日）に第 2回目の連絡会議を開 

                  催し、 今後の活動内容や事業日程を検討しました。 

カリキュラム・テキスト検討部会 
    手話部会を 9月 1日（火）に、 要約筆記部会を 9月 9日（水）に開催します。  

    全国共通の大会用語・競技用語普及のため、 ろうあ協会・手話通訳問題研究会・手話サーク 

ル連絡協議会が力を合わせ、 過去の大会開催地のデータを参考に、 手話表現を確立します。 

平成 29年度からの情報支援ボランティア養成講座における、 要約筆記のカリキュラム・テキ 

ストも作成します。   

紀の国わかやま大会へ視察団派遣 

 3 年後の大会に向け、 紀の国わかやま大会で情報支援等のあり方を視察するため、 各団体

より代表所を派遣します。 

  ろうあ協会：佐々木憲一氏、 中途失聴・難聴者協会：村瀬康夫氏、 福 

井県手話通訳問題研究会：大六奈穂子氏、 全国要約筆記問題研究 

会支部：黒川裕子氏（手書き）、内藤悦子氏（パソコン）、 手話サークル 

連絡協議会：山田幸代氏、センター職員：石田、竹原、西川  以上 9名 

視察担当者は 10月 23日（金）～25日（日）の 3日間、 職員 3 名は 

  22日（木）～26日（月）の 5日間視察を行います。 

情報支援ボランティア研修会への参加募集 

    来年 1月～2月に、 紀の国わかやま大会の情報支援ボランティアコーディネーターおよびリー 

ダーをお招きし、 大会に向けての準備や心構え等を学びます。 

聴覚障害者、 手話・要約筆記学習者だけでなく、 これから大会で情報支援をしてみたい一 

般市民にも呼びかけ、600名規模のボランティア確保を目指します。 

手話通訳技術向上推進事業 

    国体および全国障害者者スポーツ大会に全国各地から参加されるろう者に向けて、 県内の 

手話サークル会員に対し、 全国共通の大会用語や競技用語の手話を普及するための、 指導 

者派遣を行います。 

  8月 22日には手話表現指導者を養成する学習会を行いました。 

9月 12日に嶺北で 9月 19日に嶺南で、 国体・障害者スポーツ大会の概要と共通手話表現 

  の必要性を説明し、 手話サークル代表者と各サークル訪問時期を調整する、 合同研修会を行 

  います。 研修後、 今年度は8つの手話サークルの例会に、 指導者と手話通訳者を派遣します。 

来年度は、 合同学習会と残りの 21サークルへの指導者と手話通訳者を派遣する予定です。 

 

平成 30年の全国障害者スポーツ大会に向けて 

 

 



- 3 - 

 

 

 

県障害福祉課では、 手話の困難な難聴者や中途失聴とのコミュニケーションに必要な筆談 

の基礎知識・技術を習得するための、 「筆談者養成講座」を開催します。 

（開催地） 

福井会場＝県社会福祉センター （福井市光陽 2-3-22） 

    平成 27年 9月 3日～10月 29日 毎週木曜 19：00～21：00 8回 16講座 

嶺南会場＝敦賀市男女共同参画センター（敦賀市三島町 2-1-6） 

    平成 27年 10月 31日～12月 5日 毎週土曜日 13：00～16：00 5回 15講座 

丹南会場＝国高労働福祉センター（越前市瓜生町 38-8） 

    平成 28年 1月 10日～2月 7日 毎週日曜 13：00～16：00 5回 15講座 

お申込先 : 福井県健康福祉部障害福祉課 TEL 0776-20-0338  FAX0776-63-6692へ 

 

 
坂井市では手話奉仕員（昼コース）の受講生を募集します。 

と  き：10月 7日～28年 3月 16日 毎週水曜日 10：00～12：00 

会  場：東十郷コミュニティセンター（坂井市坂井町長畑 25-11-1） 

対象者：手話を学んだ経験のない方で、 坂井市に在住またはお勤めの方。 

参加費：テキスト代 3,240円 

申込締切：9月 24日（木） 定員 20名 

申込先：坂井市社会福祉課手話奉仕員養成係 TEL 0776-50-3041 

 

日  時：平成 27年 12月 5日（土） 

１０：００～  筆記試験 

１３：００～  実技試験 1. 読み取り要約試験 2. 場面通訳試験 

会  場：福井県社会福祉センター 

申込み：申込書・受験票と顔写真 4×3cm2枚を添え下記宛。  

締切り：10月 9日（金）  受験料：5,000円（試験当日払い） 

申込先：福井県聴覚障がい者協会  TEL 0776-63-5572  FAX 0776-63-6692 

  

8月 27日（木）に、 地元選出国会議員の 

山崎正昭参議院議長、 山谷えり子参議院 

議員自民党政策審議会会長、 山本拓衆議 

院議員および、 稲田朋美衆議院議員自民 

党政務調査会長の秘書に、 施設長の石田 

および県ろうあ協会竹原事務局長と渡辺情 

報・コミュニケーション委員長が要請行動を 

行い、 全体報告会に出席しました。 

28日（金）には参議院銀会館における決 

起集会に引き続き、 日比谷公園から国会議 

事堂前へのパレードに参加しました。 

筆談ボランティアをあなたも 

坂井市手話奉仕員養成（入門課程）昼コース募集 

平成 27年度全国手話通訳者統一試験 

手話言語法制定を求める全国集会 
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当聴覚障がい者センターでは、 聴覚障害者向け映像ライブラリーの貸 

し出しを行っており、 H.27.4.1現在で VHS4,273本 DVD1,920枚（同一タ 

イトルや 2本・2枚ずつ多数）、 計 3,451 タイトルの所蔵があります。 

  しかし、 VHSビデオデッキの故障に際し買い替えが減り、 VHSを見ら 

れない人が増えています。 

  そこで、 過去の VHS作品の DVD化を希望する声が多いため、 「HIRO 

1～10」が H.27前期、 「オレンジデイズ 1～11」が H.27後期に DVD化 

されます。 

9月中旬には、 平成 27年度前期字幕入りビデオが届く予定です、 ご期待ください。 

近年テレビのテロップが増え、 字幕放送付きの番組も増えているため、 聴覚障害者向け字幕

入りビデオ貸し出しが件数本数ともに減少しています。 

ちなみに、 昨年 8月と今年を比較してもほぼ同じです。 

4月 5月 6月 7月 8月 H.27.8月計 H.26.8現在 

3 4 4 3 5 19件 13件 

4 8 16 19 18 65本 55本 

利用区分の制限が緩和され、 健聴者にも貸し出せる作品が増えており、 手話ビデオも人気で

す。 是非ご活用ください。 

当センター制作の、 「聴覚障害障がい者センターって？」「福井の手話方言Ⅰ」「福井の手話方言

Ⅱ」および「いきいき情報ふくい＝字幕入り」や、 福井県ろうあ協会制作の「新福井県民歌＝手話バ

ージョン」も貸し出しています。 

タイトル一覧や各年度前・後期作品案内は、 当センターのホームページからもご覧いただけます。 

お近くへお越しの際は、 事務所のライブラリーも覗いてみてください。 

 

 

 

日  時 ： 11月 15日（日）10：00～16：00 （受付 9：30～） 

会  場 ： 坂井市三国運動公園陸上競技場（少雨決行） ※悪天候の場合＝三国体育館 

種  目 ： ディスタンス競技・アキュラシー競技 

資  格 ： 年齢 12才以上の障がい者・児      参加費 ： 一人 500円 

申込締切 ： 10月 16日（金） 

※大会要項と個人申込書は福井県聴覚障がい者協会事務所にあります。 

 

 

酷暑と言える日々が続きましたが、 ようやく一段落しました。 県社会福祉センターの冷房は 7

月 11日～9月 10日で 8：30～17：00のみだったため 18：00 までの講師連続講座への県外から

の参加者や、 19：00～21：00 の手話奉仕員レベルアップと通訳者ステップアップと要約筆記者の

受講生は、 猛烈な暑さに耐え汗を吹き出しながら受講してきました。 県障害福祉課と県国体推

進局にお願いし、 8月から17：00以降も講座のある日は冷房が入ることとなり、 一安心。 来年か

らは冷房費予算要求しなければ。 ちなみに当センタースタジオの冷暖房は壊れたままで…。 

字幕入りビデオ 

 

障害者フライングディスク競技 東海・北信越ブロック大会 
第 7回福井県障害者フライングディスク大会のご案内 

編集後記 


