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しあわせ元気国体・大会情報支援ボランティア
9 月 29 日（土）に福井しあわせ元気国体
が開催され、 激しい雨にもかかわらず、 懸
命な情報支援活動をいただきました。
10 月 6～7 日には国体との融合として、
障害者スポーツ大会の正式種目である車い
すバスケットボール、 そして 10 月 9 日（火）
には国体閉会式の情報支援活動を行って
いただきました。
福井しあわせ元気大会では、 10 月 12 日
（金）の公式練習・審判監督会議に引き続き、
13 日（土）の開会式から 15 日（月）の閉会
式まで、 15 競技で約 630 名の情報支援ボ
ランティアにご協力いただきました。
案内、 受付、 競技、 救護所、 モニター、
情報保障席、 はぴりゅう広場、 ステージ、 駅
等、 さまざまな場面で、 手話・要約筆記・筆
談に活躍され、 選手からも観客からも感謝さ
れました。
11 月 11 日（日）には福井県立大学松岡キ
ャンパスの講堂において、情報支援ボランティ
ア報告会を開催いたしました。
当 法 人 の ホ ー ム ペ ー ジ URL=http://fukuideaf.jp/ に報告会の写真と報告会当日資料を
アップしましたので、必要な方はダウンロードく
ださい。
また、 平成 28 年 4 月から、 情報支援ボラ
ンティア養成事業の専従パート職員として勤めていただいた田中桂子さんは、 11 月 30 日で退職
されました。 大変お疲れさまでした。
これで、 平成 27 年度から 4 年間の委託事業は無事終了の運びとなりました。 ご協力いただき
ました皆様、 本当にありがとうございました。

手話ミニ講座の開催状況
県内 51 カ所で開催する 「手話の普及のための手話ミニ講座事業」は、 13 会場を終了いたし
ましたが、 3 月 31 日までに残り 38 カ所で開催しなければなりません。
警察署や消防署を含め、 必要不可欠なところで少しでも聴覚障害と手話への理解を深めるよ
う、 講師と手話通訳を派遣してまいります。
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嶺南地区聴覚障がい者防災講習会のご案内
12 月 16 日（日）13：00～16：00 に敦賀市福祉総合センター
あいあいプラザ 1Ｆ あいあいホールにおいて、 防災講習会を開
催いたします。
福井市、坂井地区、奥越地区に引き続き、 赤い羽根共同募
金の助成を受け、嶺南地区の聴覚障がい者が地域の避難訓
練に参加する際の情報保障のあり方を考
えます。
今回も消防署や救急救命の団体の協力を得て、 イラスト表示ＡＥＤの体験
実技や防災情報配信メールの登録を行い、 参加型の講習会を行います。
また、 嶺南地区の福祉行政担当者と当法人登録手話通訳者と要約筆記
者・奉仕員にも参加を呼びかけ、 今後の地域における聴覚障がい者の防災
を検討したいと考えています。
参加費は無料ですが、 準備物の都合上 12 月 10 日（月）までに、
ＦＡＸ 0776-63-6692 もしくは E-mail=center2013@fukui-deaf.jp に
お申し込みください。 一人でも多くのご意見をいただきたく、 お
誘いあわせの上、 ご参加ください。

親の会とろうあ協会が生活教室事業
8 月 5 日（日）10：00～12：00 に県社会
福祉センター3F 視聴覚室において、 聴覚障
がい者と親の会による学習会が開催され、
「聴覚障がい者のきこえについて」 のテーマ
で、 京都学園大学健康医療学部の能登谷
晶子先生をお招きして講演いただき、 意見
交換を行いました。
43 名が参加され、 金沢方式や幼児期か
らの難聴の訓練や教育等、 熱心に学んでお
られました。
11 月 17 日（土）には 10：00 から県社会福祉
センター2F 身障第 1 研修室において、 はな里の
公益社団法人日本フラワーデザイナー協会 3 級
デザイナーの坂本松宏氏を講師にお迎えし、
「ハーバリウム作り体験」を 10 名が楽しく実習し
ました。
引き続き、 当法人構成団体からの助成依頼
をお待ちいたしております。
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障害者を対象とした県職員（警察事務）採用試験の案内
11 月 26 日（月）～平成 31 年 1 月 7 日（月）の期間、 警察本部および警察署に勤務し警察事
務従事する障害者 3 名程度を特別募集しています。
これは、 前回 8 月の募集で 「自力により通勤ができ、 介助者なしに職務の遂行が可能な者」
とした応募要項の条件を外し、 知的障害・精神障害者を対象に含めたものです。
受験資格も、 34 歳までだったものが 59 歳まで緩和されました。
しかし、 今回も問い合わせ先に電話番号しかなく、 ＦＡＸ番号とメールアドレスの記載を当法人
が指摘したところです。
1 次試験は 1 月 20 日（日）午前 9 時～11 時 30 分県社会福祉センターで教養試験、 2 次試
験は 2 月 23 日（土）に作文試験・口述試験（個別面談）が行われます。
受験希望の方は、当法人事務所に案内書・申込書がありますので、 ご請求ください。
受験に際し、 手話通訳もしくは要約筆記の情報保障の必要性があるので、 ご相談ください。

北信越ブロックの映像制作担当の研修
全国聴覚障害者情報提供施設協議会第 2 ブロック映像制作担当者研修会が、9 月 19 日（水）
に新潟県聴覚障害者情報センターで開催され、 福井からは施設長の石田が参加しました。
福島県聴覚障害者情報支援センターの渡邉氏を講師にお迎えし、 大会等における機材のセッ
ティングについて、 実際に機器を接続して工夫されている具体例を伺え、 大変参考になりました。
①撮影や編集機材の維持について②新規事業の状況など③制作上の課題など、 についても情
報交換ができました。
北海道・東北・北信越で 1 つのブロックとなっていた時には、 全国大会以外にはなかなか集ま
れませんでしたが、 気心の知れた北信越の仲間と実際の苦労や打開策を語り合えて、 本当に有
意義な研修となりました。

ソフト制作担当者研修会
11 月 15 日（木）～17 日（土）の 3 日間、 長崎県聴覚障害者情報支援センターにおいて、 聴
覚障害者向けソフト制作担当者研修会が開催さ
れ、 全国各地から 31 施設 35 名のビデオ制作 IT
担当者が集いました。
DAISY の取組みでは技術支援開発機構の河村
宏氏より、 国際的点字・音声の標準化と、 著作権
と手話(動画)の課題について講演いただきました。
石川県の取組みでは手話言語条例関係、ICT の活
用の事例報告がありました。 2 日目はデフ V に期
待するもののテーマで、 前委員長で熊本の小野康
二氏の講演と、 長崎の映像制作の取組みの発表
がありました。 VR (バーチャルリアリティー)では写真の実演もありました。 午後は 2 コースに分か
れ、 福井からの石田は応用コースに参加しました。 3 日目は 5 つのグループに分かれ討議をしま
した。今後の情報提供施設には AR (オーグメンテッド・リアリティ「拡張現実」）で、 QR コードにスマ
ホをかざすと手話動画が現れるような技術への対応が、 迫られるであろうと認識させられました。
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平成 30 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

分類番号
DA2018-004
DA201８-006
DA201８-007
DA201８-008
DA201８-009

情提№
190830
190831
190832

番

組

名

分

探検バクモン 見えない聞こえない でもね…

25

ハートネットＴＶ ブレイクスルーＦｉｌｅ．３２ 共に挑み、走り続ける～陸上競技選手高田裕士 千明～

29

ハートネットＴＶ ブレイクスルーＦｉｌｅ．４８ “わたし”をあきらめない光と音をなくした２７歳 荒美有紀

29

ハートネットＴＶ ブレイクスルー Ｆｉｌｅ．３４ キムさんの日本語教室

29

ハートネットＴＶ ブレイクスルー Ｆｉｌｅ．８６ つたえたい 聞こえないママへ ダンサーＲＥＩＫＯ

29

4

DA201８-011

190833

ハートネットＴＶ ホーム転落事故を繰り返さない

29

5

DA201８-013

190834

ハートネットＴＶ 静かで、にぎやかな学校 ～手話で学ぶ明晴学園～

29

ろうを生きる難聴を生きる 光と音が薄れゆく中で グランドソフトボールと駆け抜けた

15

ろうを生きる難聴を生きる 離れていても助けたい 熊本地震 ＩＴを使った支援

15

ろうを生きる難聴を生きる 壁があるから心がひらく ろう者が店主の喫茶店

15

DA201８-020

ろうを生きる難聴を生きる 心ひとつに ろうの教師と聞こえる生徒たちの合唱

15

DA201８-021

ろうを生きる難聴を生きる 奄美の海でカツオ一本釣り

15

ろうを生きる難聴を生きる 聞こえないリーダーの挑戦 国際大会の成功を目指して

15

ろうを生きる難聴を生きる もう一度学びたい ろう者が通う日本語教室

15

DA201８-024

ろうを生きる難聴を生きる 挑めば可能性は広がる 弁護士 久保陽奈

15

DA201８-025

ろうを生きる難聴を生きる 一人前を目指して ―釧路の左官職人―

15

ろうを生きる難聴を生きる 聞こえなくても踊れるよ―ろうのダンスインストラクター

15

DA201８-027

ろうを生きる難聴を生きる 僕の音楽は難聴とともに 宇崎竜童

15

DA201８-028

ろうを生きる難聴を生きる みんなで一緒に舞台を楽しみたい

15

ＲＳＫ地域スペシャル メッセージ 聴こえない子を救いたい ～岡山かなりや学園～

48

目撃者ｆ 降りそそぐ刃 ～検証 平成２９年７月 九州北部豪雨～

26

目撃者ｆ 泥なんかに負けんばい！ ～被災地で出会った６人家族～
サイエンスチャンネル ユータと不思議な宇宙の書 アストロペディア 第７話 太陽系の広がり －
太陽系のいろいろな天体－
サイエンスチャンネル ユータと不思議な宇宙の書 アストロペディア 第８話 星は生きている －
恒星－
サイエンスチャンネル ユータと不思議な宇宙の書 アストロペディア 第９話 星の川、星の渦 －
天の川銀河－

26

DA201８-017
6

7

8

9
10

DA201８-018
DA201８-019

DA201８-022
DA201８-023

DA201８-026

DA201８-036
DD2018-008

190835

190836

190837

190838
190839

DD2018-009
EB2018-009
11

EB2018-010

190840

EB2018-011

14
14
14

12

FC2018-002

190841

相棒１４

126

13

FD2018-009

190842

釣りバカ日誌１６

115

きょうの健康 肝臓週間！ 肝臓病徹底解説 〝化学工場〟肝臓

15

きょうの健康 肝臓週間！ 肝臓病徹底解説 脂肪肝に要注意

15

きょうの健康 肝臓週間！ 肝臓病徹底解説 一度は検査！肝炎対策

15

きょうの健康 肝臓週間！ 肝臓病徹底解説 肝臓がん最新治療
31 作品 14 盤面

15

HA2018-001
14

HA2018-002
HA2018-003
HA2018-004

190843

手話通訳コーディネーター＆遠隔手話通訳者パート急募!!
福井市の手話通訳派遣コーディネート業務およびタブレット遠隔手話通訳
のため、 当法人事務所に勤めていただける手話のできるパート職員を募集し
ています。
詳しくはハローワークの求人欄をご覧いただき、是非ご応募ください。 よろし
くお願い申し上げます。
お問い合わせは、当法人事務所 TEL 0776-63-5572 FAX 0776-63-6692
E-mail : center2013@fukui-deaf.jp まで。
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