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6 月 5 日(日)13 時 30 分より、令和 4 年度第 1 回理事会（決算理事会）を県社会福祉センター2階身障

第 2研修室にて開催しました。 

理事 6名に対し出席理事 5名により、全議案が可決・承認されました。 

【決議事項】 

第 1号議案 令和 3年度事業報告について、第 2号議案 計算書類等並びに財産目録の承認について、 

第 3 号議案 評議員選任・解任委員の選任について、第 4 号議案 評議員選任・解任委員会の招集につ

いて、第 5号議案 評議員候補者の推薦について、第 6号議案 定時評議員会の招集について 

【報告事項】 

理事長及び業務執行理事の職務状況の報告 

（ご報告） 

第 3 号議案においては、委員 1 名の辞任に伴い新委員として福井県社会福祉協議会専務理事土屋秀樹

氏が選任されましたことをご報告いたします。 

6 月 10 日（金）評議員選任・解任委員会を開催し、評議員 1 名の辞任に伴い、新評議員に福井県ろう

あ協会事務職員の濱田かおり氏が選任されましたことをご報告いたします。 

6月 20日(月)19時 00分より、令和 4年度定時評議員会を県社会福祉センター2階身障第 2研修室にて

開催しました。 

評議員 7名に対し出席評議員 5名により、全議案が可決・承認されましたことをご報告いたします。 

【決議事項】 

第 1号議案 計算書類並びに財産目録の承認について  

【報告事項】 

評議員選任・解任委員会開催のご報告について 

令和 3年度事業報告について 

 

 

7月 10日は参議院議員通常選挙の投票日です。 

参議院議員選挙の政見放送手話通訳は、持ち込みビデオ（事前に収録した映像にワイプで手話通

訳を入れるもの）とスタジオ収録（候補者の横に手話通訳が立って政見収録と同時に手話も収録す

るもの）があります。政見放送への手話通訳の有無は、あくまでも候補者が選択することになってい

ます。 

※持ち込みビデオが可能なのは、政党要件を満たす政党のみです。 

※都道府県知事選挙はスタジオ収録のみです。 

（政見放送を見る会） 

また、手話通訳の無い候補者の政見には、ろうあ協会が事前に手話を収録し、候補者の政見を流す

モニターの横に手話通訳を流すモニターを置く“ダブルモニター方式”により政見放送を見る会を

各地域で実施します。 

候補者の政策をしっかり確認して、投票に行きましょう！！ 

 

◎各候補者の政見放送日時は、県選挙管理委員会ホームページまたは当センターホームページにて

確認できます。 
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理事会・評議員会を開催しました。 

第 26回参議院議員通常選挙が実施されます 

当会評議員の齋藤さだ子氏が令和 4 年 5 月

30日逝去されました。 

生前のご功績を偲び、謹んでお悔やみ申し

上げます。 
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5月 19日、衆議院本会議において、「障害者による情報の取得及び利用並びに意志疎通に係る 

施策の推進に関する法律（障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法）」が 

全会一致で可決、成立し、令和４年５月２５日に施行となりました。 

この法律は、全日本ろうあ連盟ならびに、国内の当事者団体・支援団体が、12年もの長きにわた 

って制定を求めてきたものです。2010年～2011年の「We Loveコミュニケーション」パン 

フレット普及・署名運動では、全国から 116万筆もの賛同の署名をいただき、中には、東日本大 

震災で被害を受けた地域からの署名もありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年度しあわせ福井スポーツ協会総会に施設長が出席しました。 

日時：5月 25日（水）15：00～16：00（会場：県営体育館） 

参議院選挙区選出議員選挙に係る政見・経歴放送実施打合せ会議に派遣担当職員が出席しました。 

日時：5月 25日(水)10：00～(会場：県庁) 

電話リレーサービス説明会（ＺＯＯＭ）に施設長、職員が参加しました。 

日時：5月 26日（木）10：00～12：00 

参議院選挙区選出議員選挙に係る立候補予定者説明会に派遣担当職員が出席しました。 

日時：6月 7日(火)15：00～ (会場：県庁) 

全国聴覚障害者情報提供施設協議会に施設長が出席しました。 

日時:6月 17日(金) 10：30～16：30 桜華会館(愛知県) 

 （内容）デジタル社会の実現に向けた聴覚障害者情報提供の役割 

ICT技術を活用した聴覚障害者向け 情報ネットワークの構築と活用 

 

 

 

『障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法』 成立！ 

職員が参加しました 
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 ※他にもたくさんの DVDがありますので、ぜひご利用ください！ 

 

分類 番組名 内容 

医療 

きょうの健康 

しびれと痛みの原因

は？ 

手指のトラブル対処法 

服のボタンがかけづらい！手根管症候群 

小指がしびれて痛い！ 肘部管症候群 

スマートフォンの使い過ぎ？ドケルバン病 

いつのまにか関節が変形！変形性指関節症 

趣味 
風呂敷 

伝統文化はエコ文化へ 

日本の伝統文化である風呂敷が、エコや環境問題をきっかけに注目さ

れている。昔と比べてデザインも豊富になり、和装以外でも使われる

ようになってきた。同じく環境問題をきっかけに注目されているエコ

バッグと比べてどんな点がすぐれているのだろうか？風呂敷の包み

方実演では、ヨガマットやノートパソコンなどの形に合わせたバッグ

の包み方を６種類、そのほかに災害時にも役立つ三角巾の作り方や頭

巾のかぶり方を紹介している。 

教育 

教材 

手話で学ぼう 

なんでも科学実験 

ろう科学者の２人に、マッドサイエンティストＤｒ．リンから挑戦状

が届いた。簡単にはできそうもない難しい問題を、科学の力で解決す

るぞ。早速、実験開始だ！「色の変わるホットケーキを作ろう」 

ホットケーキは黄色だけじゃない！？赤や青のホットケーキは作れ

るかな？「備長炭（びんちょうたん）で電池を作ろう」あの備長炭で

電気が作れるんだって。一体どうやるんだろう。無事プロペラは回る

かな？ 

報道 

 

ハートネットＴＶ 

 ＃隣のアライさん 

 

「これだけは知ってほしい！“統合失調症”のこと」 

「これだけは知ってほしい！“てんかん”のこと」 

「これだけは知ってほしい！“摂食障害”のこと」 

文字の獲得は光の 

獲得でした 

作家 柳田邦男が読む 

いのちの手記 

、身体障害や精神障害などと向き合う人たちから半世紀にわたり

１万３千以上の手記が寄せられてきた。長年、この賞の選考委員を

つとめてきた作家 柳田邦男さんは、それを「人間理解の宝庫」と

いう。そこには苦悩や偏見を乗り越え人生を切り開いてきた人々

の真実の言葉がある。番組では柳田さんとともに過去の受賞者４

人を訪ねる。人生に立ちはだかる壁を「文字で表現すること」を通

して越えてきた人々の体験から、私たちは何をくみとることがで

きるのか。 

テレビ

ドラマ 

謎解きドラマ 

Ｌの招待状 特別編 

 世界的アーティスト「Ｌ」からの招待状を手に集まったろう者と

聴者の６人。謎解きを条件に、Ｌの財産が与えられるという。しか

し、声が聞こえないろう者と手話が分からない聴者の間にコミュ

ニケーションの壁が立ちはだかる。お互いが協力しないと解けな

い謎解きを見事クリアし、財産を手に入れることができるのだろ

うか！？ 

 

 

アニメ 

 

 

 

ポコニャン！  

 

やってきた魔女っ子ニャン  

魔人はオモチャどろぼうニャン   その他３本 

 

ちびまる子ちゃん 

 

「まる子、ジンクスに期待する」の巻  

「まる子の玉手箱騒動」の巻    その他２本 

 

名探偵コナン 

 

北九州ミステリーツアー（小倉編） 

北九州ミステリーツアー（門司編） その他２本 

聴覚障がい者向け映像ライブラリー新着情報 
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№ 講座名 会場 曜日 時間 回数 期間 

1 手話奉仕員レベルアップ講座 県社会福祉センター 月 10：00～12：00 16 R4.6.27～11.7 

2 手話奉仕員レベルアップ講座 県社会福祉センター 火 19：00～21：00 16 R4.6.28～10.18 

3 手話通訳者Ⅰ（嶺北会場） 県社会福祉センター 水 19：00～21：00 36 R4.6.1～R5.3.8 

4 手話通訳者Ⅱ（嶺南会場） 敦賀市福祉総合センター 火 19：00～21：00 35 
R4.5.10～

R5.1.17 

5 手話通訳者Ⅲ（丹南会場） 越前市文化センター 火 19：00～21：00 13 R4.4.26～ 

6 手話通訳者ステップアップ講座 県社会福祉センター 土 13：00～15：00 12 R4.8.7～11.26 

7 手話通訳者ステップアップ講座 敦賀市福祉総合センター 木 19：00～21：00 12 R4.8.7～11.24 

8 手話通訳士養成研修講座 オンライン研修 土 10:00～16：00 7 R4.7.23～9.10 

9 要約筆記者養成講座（手書き） 県社会福祉センター 日 13：00～17：00 21 R4.5.15～10.30 

10 要約筆記者養成講座（パソコン） 県社会福祉センター 土 13：00～17：00 21 R4.5.21～11.12 

11 要約筆記者移行研修講座 未定 未定 未定 8 未定 

12 
福井市手話奉仕員養成講座 

（入門基礎） 
県社会福祉センター 土 10：00～12：00 45 R4.4.9～R5.3.18 

13 福井市手話奉仕員養成講座（基礎） 県社会福祉センター 木 19：00～21：00 25 R4.5.12～11.10 

14 福井市手話奉仕員養成講座（入門） 県社会福祉センター  未定 未定   21 未定 

15 敦賀市手話奉仕員養成講座（基礎） 敦賀市福祉総合センター 水 19：00～21：00 27 R4.5.18～11.30 

16 あわら市手話奉仕員養成講座（基礎） あわら市中央公民館 水 9：30～11：30 25 R4.4.20～10.19 

17 
あわら市手話奉仕員養成講座 

（フォローアップ） 
あわら市中央公民館 未定 未定 未定 未定 

18 越前市手話奉仕員養成講座（基礎） 市民プラザたけふ 木/水 19：00～21：00 27 R4.4.14～10.26 

19 越前市手話奉仕員養成講座（入門） 市民プラザたけふ 未定 未定 21 未定 

20 越前町手話奉仕員養成講座（基礎） 越前町生涯学習センター 木 19：00～21：00 27 
R4.6.23～

R5.1.19 

21 
大野市手話奉仕員養成講座 

（フォローアップ） 

多田記念大野有終会館 

結とぴあ 
未定 未定 未定 未定 

1 全国統一手話通訳者試験 県社会福祉センター 土 9：30～15：00 1 R4.12．3 予定 

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 R5．2.19 予定 

令和 4年度委託事業計画 


