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聴覚障害者防災講習会を坂井地区で開催
平成 28 年 12 月 4 日（日）13：00～16：00
に、 坂井市多目的研修集会施設において防災
講習会を開催し、 24 名（内ろう者 8 名）が参加
しました。
イラスト表示付きＡＥＤ（自動体外式除細動器）
の解説に続いて、 日本赤十字社福井県支部救
急法指導委員による心肺蘇生の講演と、 イラ
スト表示付きＡＥＤと人体モデルを使用し、 心肺
蘇生実技を全員が体験しました。
2 グループに分かれ、 手話通訳と要約筆記
（ノートテイク）が付いて、 更に講師は二人とも手話講座で受講されていたため、 具体的な説明で
大変分かりやすい実技でした。
引き続き、 嶺北消防署より防災につい
ての講話を受けた後、 坂井市役所北側駐
車場で消火訓練を体験しました。
昨年度共同募金会の補助を受け購入し
た黄色いビブス（ベスト）を、 手話通訳と要
約筆記が着用して情報保障を行いました。
この防災講習会は共同募金会の助成に
よる 2 年間のステップアップ事業であり、
来年度は奥越地区で開催いたします。

耳の日記念フェスティバル 2017 のご案内
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 2017 を開催いたします。
10：00～12：00 に「人工内耳」医療公開講座と 12：00～13：00 には
聴覚相談会を無料で、 13：00～16：00 からは耳の日記念フェスティバ
ルとして、 日本聴導犬協会より講師をお招きして「聴導犬」についての
講演と聴導犬の実演を、 続いて大坂パントマイムグループの「手話パン
トマイムショー」を行います。
詳細はチラシとチケットをお配りいたしますので、 よろしくお願いいた
します。 一人でも多くのご参加をお待ちしております。

社会福祉法人制度改革により定款変更・組織改編
12 月 4 日（日）10：00～12：00 に県社会福祉センターに於いて第 2 回評議員会、13：00～15：
00 に第 2 回理事会を開催しました。
平成 28 年度より社会福祉法人の制度が改正され、 平成 29 年 4 月 1 日より組織経営ガバナ
ンス強化が求められることとなりました。
評議員会の役割が重要となり、 理事会から評議員会に議決機関が移り、 任期が 4 年となりま
す。 委任状や代理出席および書面表決は認められなくなりました。
経営組織のあり方として、 事業運営の透明性や、 地域における公益的な取組を実施する責務
等、 一般財団・公益財団と同等以上の公益性を担保できることが挙げられています。
定款変更手続きと、 評議員選任・解任委員会の設置、 新評議員の選任が必要で、 3 月 31
日までの現理事・評議員・監事を改選し、 4 月以降に旧理事会を開催し平成 28 年度の決算承
認後 2 週間開けて、 29 年度から 32 年度までの新評議員会の開催後、 6 月ごろに新理事会に
於いて新理事長の選定を行うというスケジュールです。
県内 220 余りの社会福祉法人全てが一斉に手続きを行うため、 1 月下旬か 2 月初旬には申
請手続きを始めなければなりません。
1 月中旬には再度評議員会・理事会を開催いたします。

筆談者養成事業のお知らせ
日常生活や平成 30 年に開催される全国障害者スポーツ大会において、
手話の取得困難な難聴者や中途失聴者とのコミュニケーションに必要な筆
談の基礎知識・技術の習得のため、 2 月 5・12・26 日・3 月 5・12 日の日曜
日 13：00～16：00（3 時間×5 回＝計 15 時間）に、 県社会福祉センターで筆談の講座を開催いた
します。 受講料は無料で、 申込み〆切は 1 月 31 日（火）です。
申込みは事務所か当センターホームページで、 お待ちしています。

しあわせ元気国体・大会情報支援ボランティア養成
指導者研修＝12 月 25 日（日）9：00～12：00 県社会福祉センター身障第 12 研修室で、 来年
度のボランティア養成研修会に派遣する指導者となっていただくため、 研修を行
いました。
リーダー研修＝13 正式競技会場ごとのろう者・手話通訳・要約筆記を集めて、 県内 5 地区に
まとめ各 1 回ずつ 1 月～3 月にリーダー研修会を開催します。ろう者のリーダー
はほぼ決まりましたが、 サブリーダーとしての手話通訳・要約筆記を手話サーク
ル・要約筆記サークルに選出をお願いいたします。
ボランティア登録＝今年度中にろう者、
難聴・中途失聴者も
申込書をご提出くだ
さい。

手話サークルへ全国共通手話表現指導
昨年度の 9 サークルに引き続き、 しあわせ元気国体・元気大会に向けて、 全国から訪れるろう
者に応対するために、 共通手話表現の指導で 11 サークルを訪問いたします。
たんぽぽ（福井）かめさん（福井）あゆみ（三国）ゆびの会（福井）めばえ（福井）友情（永平寺）ひ
よこ（福井）ともしび（勝山）さざなみ（敦賀）すみれ（福井）つつじ（鯖江）の順に、 訪問いたします。
29 年度には、 地区ごとにボランティア養成研修を 5 回ずつ開催しますので、 ご参加ください。

全国統一要約筆記者認定試験と移行研修講座
2 月 19 日（日）に全国統一要約筆記者認定試験が、 県社会福祉センターで行われます。
13：00 から筆記試験 60 分間、 実技試験はノートテイク（パソコンテイク）5 分程度と全体投影
が 5 分程度で、 手書き実技の後にパソコン実技となっており、15：30 頃終了の予定です。
福井県からは手書きのみが 10 名、 パソコンのみが 10 名、 両方が 10 名の、 計 30 名が受験
します。 合格証の発送は 3 月 24 日または 27 日の予定です。
12 月 17 日（土）から 2 月 12 日（日）まで 8 回、 全国要約筆記問題研究会の講師と大学等の
特別講義講師を迎えて、 要約筆記者移行研修講座が始まり、 23 名が受講しています。

ゾンタクラブからのご寄付
平成 28 年 12 月 7 日（水）にホテルフジタ福井において、 丸山理事長と石田施設長が出席し、
国際 26 区福井ゾンタクラブから 10 万円のご寄付をいただきました。 留学生の表彰と作品朗読の
後、 東村福井市長への植樹の寄付に続いて、 当法人の国体・障害者スポーツ大会における情報
支援ボランティア養成等の活動に対し贈呈されたものです。 有効に活用させていただきます。

ダイナスターズマネージャー募集
2 年後のしあわせ元気大会に向けたバレーボール聴覚障害男子チームの
「ダイナスターズ」では、マネージャーを募集しています。
今年度は、1 月 8・22 日、2 月 5・19 日、3 月 5・19 日の日曜日に福井市
ちもり体育館で 9：30～12：00 に練習を行います。 多少でも手話ができれ
ば大歓迎です。
隔週火曜日の 19：30～22：00 に越前市北新庄子体育館でも練習を行っ
ており、 火曜日専用のマネージャーはいます。
お問い合わせは当センター事務所ＴＥＬ0776-63-5572 まで、 ご応募をお待ちいたしております。

フライングディスク大会のご案内
第 8 回県障害者フライングディスク大会が 3 月 19 日（日）13：30～15：30 に福井市ちもり体
育館で開催され、 アキュラシー競技のみ行われます。
参加費無料です。 2 月 17 日（金）までに、 福井県障害者フライングディスク協会
〒918-8027 福井市福町 28-49 わいわいポケット内 FAX0776-34-8113 へお申し込みください。
申込用紙は当センター事務所に置いてあります。
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ＮＨＫみんなの手話第１４回 可能／必要の表現

25

ＮＨＫみんなの手話第１5 回 ～する／～されるの表現
ＮＨＫみんなの手話第１6 回 比較の表現

25

ＮＨＫみんなの手話第１7 回 強い／弱いに関する表現

25

ＮＨＫみんなの手話第１8 回 学校生活に関する表現

25

ZF2015-006

ＮＨＫみんなの手話第１9 回 買い物の表現

25

ZF2015-007

ＮＨＫみんなの手話第 20 回 健康/医療の表現

25

ＮＨＫみんなの手話第 21 回 旅行に関する表現

25

ZF2015-009

ＮＨＫみんなの手話第 22 回 仕事に関する表現

25

ZF2015-010

ＮＨＫみんなの手話第 23 回 スポーツに関する表現

25

ＮＨＫみんなの手話第 24 回 レジャーに関する表現

25

ＮＨＫみんなの手話第 25 回 いろいろな行事の表現

25

ＮＨＫみんなの手話第 26 回 手話で話しかけられたら

25

190733

ZF2015-004
４

番

ZF2015-005

ZF2015-008

ZF2015-011
ZF2015-012
ZF2015-013

190734

190735

190736
190737

25

8

HA2015-010

190738

きょうの健康 耳・鼻・のどの病気 最新情報 子どもの難聴

15

9

HA2015-011

190739

きょうの健康 耳・鼻・のどの病気 最新情報 高齢者の難聴

15

10

HA2015-012

190740

きょうの健康 大人の中耳炎と難聴

15

11

HA2015-013

190741

チョイス＠病気になったとき 耳鳴りのチョイス

44

12

XE2015-001

190742

知ることから始めましょう～聴覚障害・盲ろうの基礎～

50

XJ2015-001

190743

手話かみしばい 「うらしまたろう・三枚のおふだ」

33

前川清の笑顔まんてんタビ好キ ＃７５ 北九州市 若松区１００年続いたシブすぎる銭湯

46

13
14
15

CB2015-002
CB2015-003
CC2015-001

16
17

190744

前川清の笑顔まんてんタビ好キ ＃83 北九州市 八幡西区・木屋瀬若くて強い女性たち

46

190745

私はだまされない！？ ～悪質商法の被害を防ぐ鉄則集～

24

190746

薬の正しい使い方 （手話・字幕版）小学 6 年生向け

190747

マイナンバー制度のご案内 ～聴覚障がい者の皆さまへ～

DA2016-004
18

19

20

21

22

23

DA2016-005

ろうを生きる難聴を生きる 子育ては笑顔で ～東京・練馬手輪るサロン～

15

ろうを生きる難聴を生きる もっと学びたい ～ろう・難聴高校生の学習塾～

15

DA2016-007

ろうを生きる難聴を生きる 夢はチャンピオンキックボクサー郷州力 前編

15

ろうを生きる難聴を生きる 夢はチャンピオンキックボクサー郷州力 後編

15

ろうを生きる難聴を生きる 音楽を体で感じて ～ダンスチーム ＳＯＵＬ ＦＡＭＩＬＹ～

15

DA2016-010

ろうを生きる難聴を生きる 壁は越えられる ～盲ろうの大学生 森敦史さん～

15

DA2016-011

ろうを生きる難聴を生きる 筆談が変わる

15

ろうを生きる難聴を生きる 絆を取り戻したい ～被災地のろう学校 100 周年の同窓会～

15

DA2016-009

DA2016-012
DA2016-013

190749

190750

ろうを生きる難聴を生きる どう育む？日本語力 ～文の仕組みを知る～

15

DA2016-014

ろうを生きる難聴を生きる どう育む？日本語力 ～表現力を高める～

15

DA2016-015

ろうを生きる難聴を生きる 安心を届けたい ～音を知らせる腕時計～

15

DA2016-016

ろうを生きる難聴を生きる 共に生きやすい社会を ～言葉の壁を越える～

15

ろうを生きる難聴を生きる 共に生きやすい社会を ～理想の職場を創る～

15

DA2016-018

ろうを生きる難聴を生きる “働く”を見に行こう！ 看護師を目指す学生×中途失聴の医師

15

DA2016-019

ろうを生きる難聴を生きる 心で感じて踊りたい 手話パフォーマー 中嶋元美

15

ろうを生きる難聴を生きる この音に心をこめて ～難聴のオカリナ奏者 仲里尚英～

15

ろうを生きる難聴を生きる 教育にささげた人生 古河太四郎 生誕１７０年

15

DA2016-022

ろうを生きる難聴を生きる 実験中！ “字幕電話”

15

DA2016-023

ろうを生きる難聴を生きる マジックで人生を切り開け デフマジシャン ＮＯＢＵ

15

DA2016-024

ろうを生きる難聴を生きる 私は負けない ～修行中！難聴の芸妓～

15

ろうを生きる難聴を生きる この仕事にかける ～難聴の宮大工・渡辺健太～ 前編

1

ろうを生きる難聴を生きる この仕事にかける ～難聴の宮大工・渡辺健太～ 後編

1

DA2016-017

DA2016-020
DA2016-021

DA2016-025

190751

190752

190753

DA2016-026
24

15

DA2016-006
DA2016-008

190748

ろうを生きる難聴を生きる “ご当地手話”を伝えたい

FD2016-002

190754

魔女の宅急便

103
48 作品 24 盤面

