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奥越地区で聴覚障がい者防災講習会
11 月 26 日（日）大野市消防本部 3F において、
聴覚障がい者防災講習会を開催し、ろう者 5 名、
難聴者 2 名、大野市・勝山市・永平寺町の担当
課からの参加者を含め、26 名が参加しました。
日本光電工業中部支社よりイラス ト 表 示
AED（自動体外式除細動器）の説明に引き続き、
AED 2 台と救急救命用人体模型をお借りし、日
本赤十字社福井県支部から派遣された 2 名の
指導員により、心肺蘇生実技を体験しました。
2 グループに分かれ、聴覚障がい者に手話通
訳と要約筆記（ノートテイク）を付けて、実践
してみました。
引き続き、大野市防犯防災課より「大野市
防災メールの登録について」説明を受けた後、
大野市消防本部より「防災講話」と題し、動
画を交えた分かりやすい具体的説明をいただ
きました。その後「消火」と「濃煙」の訓練
を体験しました。
地元大野市の聴覚障がい者の 119 メールや
防災メールの登録確認と、機種変更等による
再登録を行い有意義な講習会となりました。
この防災講習会は赤い羽根共同募金会の助
成を受けて開催しました。

親の会「人工内耳勉強会」開催
10 月 14 日（土）県社会福祉センターにおいて、福井県聴覚障がい者と親の
会の「人工内耳勉強会」が開催されました。
講師に、福井医療大学保健医療学部リハビリテーション学科言語聴覚学選考
講師の氏田直子氏をお迎えし、「人工内耳の疑問を解消しましょう」のテーマ
で講演いただきました。
ろう学校の先生方を含む 34 名が参加され、人工内耳のマッピング、音量や感
度の調整、聞こえ方の不満、これから人工内耳手術を検討している方、様々な
疑問を解消するために熱心に聴講し活発な質疑応答が行われました。
当法人からは構成団体生活教室の補助事業として、手話通訳 2 名要約筆記 4 名を派遣いたし
ました。今年度の当法人構成団体への補助事業は、残り４団体分が未実施で、来年度も引き続
き拡充したいと考えています。
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情報支援ボランティア養成事業
第 4 回目の情報支援ボランティア養成研修会
を 11 月 25 日（土）に県社会福祉センターと、11
月 26 日（日）に勝山市教育会館で開催しました。
12 月 3 日（日）には鯖江市青年の家で、12 月
9 日にはあわら市中央公民館で、12 月 10 日（日）
には敦賀市総合福祉センターで開催します。
また、愛顔つなぐえひめ国体開会式に向け 9 月
29 日～10 月 1 日に 3 名、閉会式に向け 10 月 9 日
～10 月 10 日に 2 名と、愛顔つなぐえひめ大会に
向け 10 月 27 日～10 月 31 に 14 名の視察団を派
遣しました。
その報告会は、情報支援ボランティア養成研修
会の 5 回目に、5 会場で行います。
本番まで約 300 日となり、ボランティア登録の確認と変更希望の調査を行っています。

新条例・第 6 次障害者福祉計画
９月 27 日（水）に「福井県新条例（共生社会条例（仮称））」策定タウンミーティングが 3 地
区で開催されることを前号でお知らせしましたが、聴覚障がい者を対象に県障害福祉課による出
張説明会を開催しました。
県障害福祉課長の土屋秀樹氏（企画幹）から条例の項目と課題および取り組みについて説明を
受けた後、当法人の構成団体からの意見と質疑応答を行いました。残念ながら、県中途失聴・難
聴者協会と県聴覚障がい者と親の会は欠席でしたが、積極的な質問や要望が提出されました。
この「新条例」策定委員には、当法人の丸山理事長が選出されており、具体的事業は第６次県
障害者福祉計画に盛り込むよう指示され、第４回会議の 12 月 22 日（金）に要望する予定です。

議員提出条例により手話言語条例
9 月 15 日（金）に県議会議事堂２階大会議室において、議員提出条例検討会議意見交換会が
開催され、県ろうあ協会の丸山継男会長（当法人理事長）と竹原事務局長（当法人職員）と渡邉
情報･コミュニケーション委員長および、県手話通訳問題研究会山田裕三会長と、聴覚障がい者
センター施設長の石田が出席しました。
県議会議員の手話施策推進協議会の田村会長をはじめとする８名の議員と、意見陳述、意見交
換を行い、報道機関による質疑応答がありました。議案は２月議会に上程される予定で、パブリ
ックコメントも行われ、新年度から「手話言語条例」が福井県でも施行される見通しです。

手話奉仕員・手話通訳者養成指導者会議を開催
9 月 16 日（土）に県社会福祉センターにおいて、手話奉仕員養成・手話通訳者養成事業の指
導者会議を初めて開催しました。県ろうあ協会には手話奉仕員養成講師団がありますが、手話通
訳者養成の指導者は含まれておらず、当法人として指導の意思統一を目指して、委託を受けてい
ない市町の指導者にも参加を呼びかけ、28 名が出席して熱心に討論を繰り広げました。
小中学校への講師派遣も統一したカリキュラム・テキスト作成を目指し、引き続き会議を開催
したいと考えています。

手話のできるパート職員急募
聴覚障がい者センターのパート職員を募集します。お仕事はワード・エクセルの操作と事務作
業および事業補助の業務です。詳しくはハローワークの求人欄をご覧いただき、ご応募ください。
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「目で聴くテレビ」がアイ・ドラゴン 4 に代わります‼
現在、アイ･ドラゴンで CS 障害者放送を受信している人は、アイ･ドラゴン４に交換しインタ
ーネット光回線に接続することが必要となります。
IPTV（インターネットテレビ）での放送に代わり、1,000 本以上の手話番組アーカイブ（過去
の放送）が 24 時間見放題で、緊急災害時のリアルタイム字幕・手話放送も視聴できます。
アイ･ドラゴン４は日常生活用具給付等事業対象品なので、購入をご希望の人はお住まいの市
町の福祉課にお問い合わせください。
ただし、インターネット光回線に接続していない人は、新たに契約する必要があります。視聴
料年間 6,300 円（消費税込み）は変わりません。
詳しくは「障害者放送通信機構（旧：CS 障害者放送統一機構）」の案内をご覧ください。

高齢聴覚障がい者デイサロン
8 月 29 日（火）午前 10 時～12 時に敦賀市あいあいプラザで開催し、聴覚障がい者 4 名を
含む 11 名とスタッフ 6 名が参加しまし、卓球バレーを楽しみました。
12 月 5 日（火）には、うちわを使って楽しいゲームをした後、楽しい話をして盛り上がり
たいと思います。生活に関する相談や介護に関する相談も受け付けています。

ところ

12 月 5 日（火）午前 10 時～12 時
サン・サンホーム小浜 1Ｆ体育館（多目的ホール）

参加費

200 円

と

き

小浜市遠敷 84-3-4（JR 小浜線東小浜駅隣）

ミニミニデイサロンのご案内
みなさんお元気ですか? 今年もあと少しですね。12 月のミニミニデイサロンは
「クリスマス会」をします。一緒に楽しみましょう！

と

き：１２月１１日（月）
１０時～１２時

参加費：２００円
※プレゼントを忘れた方は３００円になります。

ところ：ふれんず

待っ て い
ますね
!(^^)!

福井市大宮２丁目３－２５ FAX 27-1124

内

容：ケーキ作り
プレゼント交換

※１００円位のプレゼントを持ってきてください。手作り小物や畑の野菜でも良いです。

※参加したい人は当日ふれんずに来てくださいね。
※来年１月からはお知らせのハガキはありません。ミニミニデイサロンについては
「ふくいの風」や「ろう苑」をご覧ください。
-3-

平成 29 年度前期聴覚障害者向け映像ライブラリー新着情報
№

1

2

3

４

5

分類番号

7

8

9

10

11

組

名

分

ろうを生きる難聴を生きる 冬季デフリンピックへの道 進め！チームデフ青森 前編

15

DA2017-004

ろうを生きる難聴を生きる 冬季デフリンピックへの道 進め！チームデフ青森 後編

15

ろうを生きる難聴を生きる 手話で楽しむ！金沢の旅

15

DA2017-006

ろうを生きる難聴を生きる 日本語を学びたい

15

DA2017-007

ろうを生きる難聴を生きる 限界に挑め 密着！人工内耳アスリート＜前編＞

15

DA2017-005

DA2017-008

190787

ろうを生きる難聴を生きる 限界に挑め 密着！人工内耳アスリート＜後編＞

15

DA2017-009

ろうを生きる難聴を生きる 見て笑える芸を森﨑さんの手話漫談

15

DA2017-010

ろうを生きる難聴を生きる フットサルチーム「バルドラール浦安デフィオ」＜前編＞

15

ろうを生きる難聴を生きる フットサルチーム「バルドラール浦安デフィオ」＜後編＞

15

ろうを生きる難聴を生きる 支えあう日々 前編

15

DA2017-013

ろうを生きる難聴を生きる 支えあう日々 後編

15

DA2017-014

ろうを生きる難聴を生きる 難聴が生んだものまね

15

ろうを生きる難聴を生きる 会話が見える！～人をつなぐ音声認識アプリ～

15

DA2017-011
DA2017-012

DA2017-015
DA2017-016

190788

190789

190790

ろうを生きる難聴を生きる 笑顔のそばに卓球があった～ろう者卓球日本一伊藤優希１７歳～

15

DA2017-017

ろうを生きる難聴を生きる 響け！ぼくらの“琉球聾太鼓”

15

DA2017-018

ろうを生きる難聴を生きる 道は自分で切り開け！ 空手道指導者 高橋朋子

15

DA2017-019

ろうを生きる難聴を生きる 心がつながるバー

15

ろうを生きる難聴を生きる 静かでうるさい居酒屋

15

DA2017-021

ろうを生きる難聴を生きる 子どもに未来を与えたい

15

DD2017-002

目撃者ｆ 戦地からの手紙～つながった愛のメッセージ～

26

目撃者ｆ ～麻友と笑顔のたすきリレー～

26

目撃者ｆ ココロひとつに～麻薬探知犬と新人ハンドラー～

26

目撃者ｆ スクイズ！～福岡ダンデライオン勝利をつかみ取れ～

26

FB2017-011

愛していると言ってくれ Ｖｏｌ．１ 「出逢い」

47

FB2017-012

愛していると言ってくれ Ｖｏｌ．2 「約束」

47

DD2017-002
DD2017-004
DD2017-005

FB2017-013

190791

190792
190793

190794

愛していると言ってくれ Ｖｏｌ．3 「涙」

47

FB2017-014

愛していると言ってくれ Ｖｏｌ．4 「キッス」

46

FB2017-015

愛していると言ってくれ Ｖｏｌ．5 「会えない」

47

愛していると言ってくれ Ｖｏｌ．6 「過去」

47

愛していると言ってくれ Ｖｏｌ．7 「再会」

47

FB2017-018

愛していると言ってくれ Ｖｏｌ．8 「秘密」

46

FB2017-019

愛していると言ってくれ Ｖｏｌ．9 「疑惑」

47

愛していると言ってくれ Ｖｏｌ．10 「悲劇」

47

FB2017-016
FB2017-017

FB2017-020
FB2017-021

190795

190796

愛していると言ってくれ Ｖｏｌ．11 「別離」

46

FB2017-022

愛していると言ってくれ Ｖｏｌ．12 「僕の声」

47

HA2017-002

きょうの健康 乳がん徹底解説 早期発見

15

HA2017-003

きょうの健康 乳がん徹底解説 手術と乳房再建

15

きょうの健康 乳がん徹底解説 個別化する薬の治療

15

きょうの健康 乳がん徹底解説 再発したときの治療
ぼうさいのこころえ① 地震・火山・台風
ぼうさいのこころえ② 台風・大雨・雷・竜巻・避難の情報
40 作品 13 盤面

15
70
80

HA2017-004

190797

HA2017-005
12
13

番

DA2017-003

DA2017-020

6

情提№

190798
190799

県議会の全文字幕を傍聴席でも
福井県議会では都道府県議会としては全国初の、代表質問のリアルタイム字幕が始まり、イン
ターネットでライブ配信され、傍聴席の向かって左側に配備されているモニターで見ることがで
きるようになっています。従来の手話通訳配置に加え一度傍聴をおすすめします。
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