
  

 

 

 

 

 

 

 

 4 月 23 日(土)13:00～県社会福祉センターで 15 名が出席し、標記の研修会を開催しました。 

 午前中は県障害福祉課の手話通訳者・要約筆記者研修会における、手話通訳者全国統一試験合

格者 3 名と全国要約筆記者登録試験合格者 10 名の合格証書授与に引き続き、手話通訳者と要約

筆記者の研修が開催されました。 

 午後からの標記の研修会では、当法人の要 

約筆記派遣事業に登録している要約筆記者と 

要約筆記奉仕員を対象に、有料団体派遣に絞 

って講演をいただきました。 

 「要約筆記者に求められるもの～よりよい 

要約筆記を実践するために必要なスキルとは 

～」をテーマに、NPO 法人全国要約筆記問題 

研究会より東京都手話通訳等派遣協会の高橋 

りか氏を講師にお招きして、大変貴重な内容 

でお話しいただきました。 

 熱心な質疑応答に引き続き、当法人の派遣要綱に沿って事務局よりお願い解説を行いました。 

 都合により欠席された登録者には、研修会の録画による「ビデオ学習会」を 7 月 3 日(日)の午

前と午後の 2 回開催いたします。 

  

 当センターの手話通訳・要約筆記派遣事業要綱の改正と派遣事業対策委員会要綱の改正を受

け、平成 28・29 年度対策委員の選挙を行いました。 

 投票の結果、手話通訳は杉浦公美氏と手塚治子氏、要約筆記は黒川裕子氏と高村由弥子氏が選

出されました。 

 対策委員の中から委員長と事務局を選出し、県ろうあ協会および県中途失聴・難聴者協会の委

員と当センターの派遣事業について意見を交わし、評議員会・理事会に要望提言をいただきます。 

 

 

 福井県しあわせ福祉資金助成に高齢聴覚障がい者支援事業 

（ミニデイサロン）を申請し、6 月 24 日（金）に福井新聞 

社風の杜ホールにおいて、渡邉里美評議員が基金贈呈式に出 

席しました。 

 年４回開催予定のデイサロンに、一人でも多くの高齢聴覚 

障がい者がご参加くださるよう、お待ちいたしております。  
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平成 28年度要約筆記派遣事業研修会開催 

平成 28・29年度手話通訳・要約筆記派遣事業対策委員選出 

 

しあわせ福祉基金贈呈を受けました 

 



 

 

 「要約筆記」は、他人の話しことばを手書きやパソコンで入力する「文字通訳」ですが、「筆 

談」は自分の意志や分かる範囲で書いて伝える技術であり、短期間で要領を学ぶものです。 

 ２年後のしあわせ元気大会の情報支援ボランティアにおいて、要約筆記奉仕員・要約筆記者が 

200 名必要とされています。 制度や資格として確立してはいませんが一人でも多く「筆談」技 

術を習得し、しあわせ元気大会当日に活躍いただける人を募集いたします。 

 福井会場 

  8/18・25・9/1・8・15・29・10/6・13 毎週木曜日 19:00～21:00 2 時間×8 回 

 県社会福祉センター 3F 老人研修室  申込締切＝8/10（水） 

 嶺南会場 

  9/25・10/9・23・30・11/6 日曜日 13:00～16:00 3 時間×5 回 

  敦賀市男女共同参画センター 2F 第 2 講習室 申込締切＝9/16（金） 

 丹南会場（定員 20 名） 

  11/13・20・27・12/4・11 毎週日曜日 13:00～16:00 3 時間×5 回 

  武生商工会館 3F 会議室 A・B ※11/20 のみハートフルたけふ 4F ボランティアルーム 

  申込締切＝11/4（金） 

詳しくは当協会ホームページ HTTP://fukui-deaf.jp/をご覧ください。 

申込・お問合せは当協会事務所 TEL：0776-63-5572、E-mail：center2013@fuki-ui-deaf.jp まで 

 

昨年度から手話サークルに通っている者を対象に、よりスキルアップを目指す講座として開

始し 8 サークルを訪問指導しましたが、今年度は 11 サークルを予定しています。 

全国障害者スポーツ大会とは？情報支援ボランティアとは？指導者訪問指導の意義および全

国共通手話指導を、手話サークルの例会に合わせ訪問指導するものです。  

 今年度は、しあわせ元気国体・大会情報支援ボランティアテキスト作成員会手話部会の DVD

を使って学習しますので、秋以降に行いますが都合確認にご協力ください。 

 

 

 大阪市のアネックスパル法円寺で、全国 50 か所の聴覚障がい者情報提供施設の内、49 施設

85 名が集い総会と大会が開催され、福井から石田施設長が参加しました。 

 6 月 23 日(木）は、総会と大会に続いて「障 

害者差別解消法と情報提供施設～合理的配慮に 

ついて～」の松本晶行弁護士の講演と、シンポ 

ジウムおよび懇親会が開催されました。 

24 日(金）はブロック会議と全体会が行われ、 

福井は第 1 ブロックの北海道・東北・北陸・甲 

信地区に所属し、熱心な論議を交わし貴重な情 

報を得ることができました。来年、茨城県で開 

催される総会・大会から、第 1 ブロックは北海 

道東北と北信越に分離することになります。 

手話通訳養成講座（手話サークル対象） 

筆談者養成講座のご案内 

 

全国聴覚障がい者情報提供施設協議会総会・大会 

 

 

 



 

 

テキスト作成委員会手話部会・要約筆記部会 

 昨年度に協議したテキストの文章と単語および手話表現を確定し、手話 

を収録編集するため、手話部会を 2 回、要約筆記部会を 1 回開催し、最終 

原稿の決定後印刷・DVD 化を開始します。  

指導者リーダー養成研修 

 昨年度の情報支援ボランティアの指導者研修受講者と共に、しあわせ元 

気大会 13 会場およびオープン競技 3 会場毎の聴覚障害・手話通訳・要約筆 

記のリーダーを決定し、大会概要と情報支援業務内容を研修します。  

競技会場別リーダー養成研修 

 来年度からのボランティア研修を担当するため、上記作成委員会のテキストと手話 DVD を基

に、県内を 5 地区に分け聴覚障害・手話通訳・要約筆記のリーダー養成研修を行います。 

希望郷いわて国体・大会視察 

 国民体育大会の開会式 10 月 1 日と閉会式 10 月 11 日にも、情報保障をするための視察に手

話・要約筆記・事務所職員の 3 名を派遣します。全国障害者スポーツ大会 10 月 20 日(木)～25 日

(火)には昨年同様 9 名ですが、昨年派遣した人からの引継ぎ研修会を開催し新たな人を派遣しま

す。遠距離のため前後泊が追加になります。 

パート職員募集 

 しあわせ元気国体・大会に向け、いわて国体・大会視察の前から 2 年半の間、情報支援ボラン

ティアのためのパート職員を採用いたします。手話もしくは要約筆記経験者で、希望郷いわて国

体・大会視察参加が条件です。 

詳細は県聴覚障がい者センターホームページで公募いたします。 

 

 

6 月 25 日（土）13:30～社会福祉法人光道園鯖江事業所の NN ホールにおいて、福井盲ろう者

友の会の設立を祝う会が開催され、県障害福祉課や県視覚障害者福祉協会からも列席され、当法

人からは丸山理事長と石田施設長が出席しました。 

 来賓祝辞に引き続き、「福井盲ろう者友の会の設立に寄せて～私の体験と盲ろう者友の会～」

のテーマで、富山盲ろう者友の会会長の九曜弘

次郎氏が記念講演をされました。 

 多数の盲ろう者の参加と、その数倍の通訳・

介助員が様々な方法の情報支援を行いました。 

 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業は光道園 

で登録・派遣を行っています。 

盲ろう者向け通訳介助員養成の内、吉田理事

と嵯峨崎評議員により、今年度は手話に重点を

置いての養成が行われます。 

次年度は視覚障害者福祉協会の協力により、

点字に重点を置いて養成が行われる予定です。 

しあわせ元気大会情報支援ボランティア養成事業 

 

福井盲ろう者友の会設立 

 

 

 

 



  

  

2 年後の全国障害者スポーツ大会に向け、丸山理事長が聴覚障害バレーボール男子「ダイナス

ターズ」の代表として、しあわせ福井スポーツ協会より「アスリート強化事業」の委託を受け、

適切な事務所がないため昨年 11 月より当法人が事務 

局を引き受けています。 

 5 月 29 日（日）に、長野市に於ける第 16 回全国障 

害者スポーツ大会聴覚障害者バレーボール競技北信越 

・東海地区予選大会に、「ダイナスターズ」が初参戦 

しましたが、新潟県に 0－2 で惜しくも初戦突破でき 

ませんでした。 

福井市のちもり体育館で隔週日曜日 9:30 から練習を 

していて、選手を募集中です。 

また、男子チームのマネージャーを募集しています。 

 

 

福井県立ろう学校で 8 月 2 日(火)と 3 日(水)の 9:00～16:00 に、0 歳から成人の方まで、きこえ

やことばに関して不安をお持ちの方およびその方の関係者（保護者・教員・保育士・保健婦等）

を対象に、聴力・ことばの遅れ・発音などの相談・聴力測定・補聴器調整などを行う相談会が開

催されます。詳しくはホームページ http://www.fukui-sd.ed.jp/ の「きこえとことばの相談」でも

ご覧いただけます。7 月 8 日(金)までに電話、FAX またはメールで県立ろう学校にご予約下さい。 

福井県立ろう学校 教育支援部（担当：岩永・鬼塚）TEL 0776-24-5190 FAX 0776-24-5207 

                                   E-mail＝kyouikusoudan@fukui-sd.ed.jp 

  

 

 年賀状や往復はがき、会計報告書の作り方！インターネットやメールの使い方！デジカメ・ス

マホの写真をパソコンに入れたい！などなど、1 対 1 のマンツーマンで相談（相談時間は一人 30

分～最大 1 時間）できます。先着順で、定員になり次第締め切りとなります。 

参加費無料ですが、手話通訳や要約筆記の準備が必要なので、必ず事前申し込みが必要です。 

7/ 9（土）11：00～15：00 坂井地域交流センターいねす 

8/20（土）11：00～15：00 武生商工会議所 

9/10（土）11：00～15：00 大野商工会議所 

10/ 8（土）11：00～15：00 福井県社会福祉センター 

11/12（土）11：00～15：00 小浜市文化会館 

〈お申込み・お問合せ先〉  

福井県障害者 IT サポートセンター FAX：0776-25-0267  Email：itsapo@fki.fitweb.or.jp 

 

 

前号でご紹介したように、2 階の相談室を４階に移転し、構成団体のキャビネット等も教材室

に移動しました。2 階の相談室は手話入りライブラリー室として活用を始めました。 

また、事務所のレイアウトを大幅に変更いたしましたので、是非一度お立ち寄りください。 

聴覚障害者バレーボール男子チーム「ダイナスターズ」 

障がいがある方向けパソコン相談会のご案内 

センター事務所を改装しました 

 

きこえとことばの相談会のご案内 

 

 


