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耳の日記念フェスティバル 2017
3 月 5 日（日）に県産業情報センターにおい
て、耳の日記念フェスティバル 2017 を開催し、
約 160 名が参加しました。
午前中は、福井大学医学部頭頸部耳鼻咽喉科
の岡本昌之先生による、医療公開講座「あなた
の耳は大丈夫？～聞こえと人工内耳～」と題し
た講演と、聴覚相談および聴力測定を行いまし
た。
午後からは、福井九頭竜ライオンズクラブの
ご協力を得て、日本聴導犬協会の矢澤昌子氏を
お迎えし、「24 時間体制の安心と安全～聴覚障がい者の心と生活を支える聴導犬～」の講演と、
ユーザーの小林節子氏ボランティアの岸本淑子
氏と、介助犬２匹によるデモンストレーションを
行っていただきました。ドアのチャイム,FAX の
着信や目覚まし時計の音等を、タッチするなどい
ろいろな動作で知らせるという、素晴らしい実演
に参加者一同は感銘を受けていました。
その後、大坂パントマイムグループの芳本光司
氏と田中真吾氏による、「聴覚障害者パントマイ
ム」を堪能しました。

でんしゃ「見見録」を作成
全国聴覚障害者情報提供施設協議会より、CS 障
害者放送用の映像制作協力の依頼があり、「でんし
ゃ見見録(けんけんろく）～福井～」を作成しまし
た。
全国でも珍しい私鉄のえちぜん鉄道と福井鉄道

で
でん
んし
しゃ
ゃ見
見見
見録
録
～福井～

の相互乗り入れを取り上げ、手話のワイプと字幕
を挿入しました。
3 月 7 日(火)CS 放送「目で聴くテレビ」で、10
分間放送されました。また、当センターの字幕入りビデオとして DVD にまとめて貸出しを始め
ました。画質は劣りますが、当センターのホームページでもご覧いただけます。
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平成 28 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合格者
手話通訳者全国統一試験（平成 28 年 12 月 3 日実施）及び、2016 年度全国統一要約筆記者認
定試験（平成 29 年 2 月 19 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 1,713 名で合格者数は 247 名(合格率 14.42％)。
福井県は、15 名が受験し 2 名の方が合格(合格率 13.33％)されました。
（２）2016 年度全国統一要約筆記者認定試験は、①筆記と②実技に分かれ、実技には手書き実
技とパソコン実技があります。
「手書き」は受験者 602 名に対し認定者数は 161 名で合格率は
26.74％、「パソコン」は 554 名に対し 176 名で 31.77％でした。福井県は「手書き」受験者
19 名に対し認定者数は 5 名で合格率は 26.32％。「パソコン」受験者 18 名に対し認定者数 5
名で合格率は 27.78％でした。両方に一度で合格されたのは 1 名でした。皆さんおめでとうご
ざいます。手話通訳者の合格者は、県ろうあ協会の第 30 回ろうあ者福祉大会(永平寺町)で、要
約筆記者の合格者は、NPO 法人県中途失聴・難聴者協会の総会(5 月 7 日)で紹介されます。
☆平成 28 年度手話通訳者全国統一試験合格者(受験番号順、敬称略)

広瀬 貴子

田邉 明美

☆2016 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)

佐々木 和美（手）

奥

益美（パ）

竹山 よしみ（手）

山下 八夕見（手）

西村 菊枝（パ）

石田 和子（パ）

安川 仁美（手・パ）
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石塚 法子（手）

坂口 法子（パ）

（手）は手書き（パ）はパソコン

初めての登録手話通訳者研修会を開催
3 月 18 日（土）県社会福祉センター2F 身障第 2 研修室に於いて平成 28 年度福井県聴覚障がい者
協会手話通訳登録派遣者研修会を開催しました。
第 1 回目の開催となる今回は、当センターが担う企業・団体からの手話通訳依頼を主に、東京手話通
訳等派遣センター職員の高井洋氏よりご指導いただきました。
午前中の講義では、ろうあ運動と共に変わってきた手話通訳の在り方について事例を織り交ぜお話し
いただき、派遣先で起こった問題解決についてグループワークで話し合いました。通訳者の責任は重く、通
訳技術問題のみならず、通訳者のふるまいにより通訳への理解が得られなくなる恐れ、ひいてはろう者の
立場が悪くなることも肝に銘じなければならないと改めて感じました。
午後の実技講義では石野連盟長の式典挨拶を題材に、公的な場にあった言葉の選択や言い換えを
学びました。誰しも年を追うごとに思うように言葉が出てこなくなりますが、日頃より意識して熟語などを
使うことで適切な言葉が出やすくなるとのアドバイスをいただきました。また、資料をいただけない通訳場
面やとっさの話題にも付いていけるよう、基礎知識を増やす（浅くではなく少し深く広く）努力を怠っては
ならないとのお話は深くうなずけるものでした。
今回は登録者 57 人中、午前のみ午後のみも合
わせ 31 名の参加で、者養成担当講師を含め 33 名
の参加となりました。
講師の高井氏は、内閣記者会見等を担当する通
訳士の講師も担当され、明後日はその研修がある
とのことで、大変お忙しい中の来県でした。通訳学習
ビデオでもおなじみの方であり、その講師が目の前
におられるかなり緊張の中スタートしましたが、穏や
かな優しい語り口でありながら現場の抱える問題に
鋭い指摘と指導をくださり、参加者の士気が上がり
意識を統一できたのではないかと感じました。

情報センター基準職員増と相談業務の充実!!
平成 29 年度より、福井県の聴覚障がい者情報提供施設である当センターの基準職員数が 3 名
から 4 名に増員されました。ろうあ者と親の会の解散に伴い竹内事務局長が退職され、前施設長
の眞家氏が退任と、相談員不在が続いていましたが、今後は県内の聴覚障がい者の相談業務拡大
向け、嶺南地域にも出向いて、相談窓口を設ける予定です。
従来のミニミニデイサロンは、今年度は嶺南の小浜市と若狭町を中心に 6・9・12・3 月に開催
する予定です。当センターから職員を派遣することとしました。
今後はパート職員を採用し、福祉・医療・労働・教育等の様々な相談を、行政や専門機関と連
携し一歩ずつ改善に結び付けるよう取り組みますので、よろしくお願いいたします。
(株)ケアフレンズの協力を得て、福井市大宮 2-3-25 の日
中一時支援センター｢ふれんず｣でミニミニデイサロンを行う
こととなりました。今回は 5 月 8 日(月)10 時～12 時 ①工作
(花かざり)②県立博物館見学(障害者手帳を持ってきてくだ
さい)参加費 200 円。お問い合わせ FAX0776-27-1124、TEL
0776-27-1114、URL=http://care-net.biz-18-friends/
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平成 29 年度委託事業計画
№

講座名

会場

曜日

時間

回数

期間

1 手話奉仕員養成新課程

県社会福祉センター

火

10：00～12：00

45

H.29.4.18～H30.3.6

2

〃

県立大学

水

13：00～14：30

32

H.29.4.12～H.30.

3

〃

敦賀市立看護大学

水

15:10～16:40、16:50～18:10

36

H.29.5～

県社会福祉センター

水

10：00～12：00

16

H.29.4.12～8.2

4 手話奉仕員ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ講座福井（A）
5

〃

福井（B） 県社会福祉センター

月

19：00～21：00

16

H.29.4.10～8.7

6

〃

嶺北

坂井市春江中ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

金

19：00～21：00

16

H.29.5.19～9.29

7

〃

丹南

越前町生涯学習センター

水

19：00～21：00

16

H.29.5.10～9.6

8

〃

嶺南

敦賀市福祉総合センター

火

19：00～21：00

16

Ｈ29.5.9～9.5

9 手話通訳者Ⅰ（嶺北会場）

県社会福祉センター

木

10：00～12：00

36

H.29.5.18～H30.3.1

10 手話通訳者Ⅱ（福井Ａ会場）

県社会福祉センター

水

19：00～21：00

35

H.29.4.5～12.13

11 手話通訳者Ⅲ（福井Ｂ会場）

県社会福祉センター

土

13：00～15：00

19

H.29.4.15～H.30.3.

10 2 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

13：00～15：00

19

H.29.7～

13

敦賀市男女共同参画ｾﾝﾀｰ

金

19：00～21：00

19

H.29.7～

14 要約筆記者養成講座

県社会福祉センター

土

13：00～17：00

21

H.29.5.13～10.14

15

県社会福祉センター

日

13：00～17：00

21

H.29.9.17.～H30.2.12

〃
〃

16 要約筆記者移行研修講座

県社会福祉センター

土・日 10：00～17：00

7

H29.12.～H.30.2.

17 筆談者養成福井会場

県社会福祉センター

土・日 14：00～17：00

5

H.29.

18

〃

丹南会場

丹南地区

土・日 14：00～17：00

5

H.29.

19

〃

嶺南会場

敦賀市男女共同参画ｾﾝﾀｰ

土・日 14：00～17：00

5

H.29.

20 敦賀市手話奉仕員養成入門課程

敦賀市福祉総合センター

水

19：00～21：00

21

H.29.6.21～11.15

19 坂井市手話奉仕員基礎課程

東十郷ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

水

19：00～21：00

27

H.29.5.10～11.15

20

東十郷ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

水

19：00～21：00

21

H.29.9.6～H30.2.7

21 大野・勝山市手話奉仕員

大野市結とぴあ

木

19：00～21：00

45

H.29.5.11～Ｈ.30.3.1

22 越前町手話奉仕員講座入門課程

越前町生涯学習ｾﾝﾀｰ

火

19：00～21：00

27

H.29.6.13～12.19

23 あわら市手話奉仕員講座入門課程 あわら市中央公民館

水

9：30～11：30

21

H.29.4.19～9.20

24 あわら市手話奉仕員講座入門課程 あわら市中央公民館

水

9：30～11：30

21

H.29.10.4～Ｈ.30.2.28

5

Ｈ.29.6～

〃

入門課程

26 大野市筆談ボランティア養成講座

大野市結とぴあ

土・日 13：00～16：00

1 手話通訳者全国統一試験

県社会福祉センター

土

9：30～15：45

1

Ｈ.29.12.2

2 全国統一要約筆記者認定試験

県社会福祉センター

日

13：00～15：30

1

Ｈ.30.2.18

第 29 回手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験）のご案内
手話通訳士試験が東京・大阪・熊本で、9 月 30 日(土)学科試験、10 月 1 日(日)実技試験が行
われます。申込み受付期間は、5 月 10 日(水)～6 月 15 日(木)当日消印有効となっています。受
験手数料は 18,000 円で簡易書留郵便のみです。受験の手引きおよび受験申込書は、社会福祉法
人聴力障害者情報文化センター公益支援部門 URL=HTTP://www.jyoubun-center.or.jp/ TEL
03-6833-5003 まで。当センター事務所にもご案内が置いてあります。

音声を文章にする就労継続支援
「前進主義」というテープ起こしの障害者就労継続支援を(株)スタンドトゥギャザーが行って
います。1 分あたり特急 300 円・お急ぎ 250 円・通常プラン 200 円。整文化すると 50 円追加で、
テキストファイルか Word ファイルにしてくれます。受け取りはボイスレコーダの MP3 や MP4 等
で、60 分間の音声データを通常プランの 5 営業日で仕上げるなら 12,000 円だそうです。
お問い合わせは TEL 0778-47-3335 URL=http://standtogether-fukui.com/まで。
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