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全国聴覚障害者情報提供施設協議会（：全聴情協） 

第二ブロック会議が開催されました 
８月２９日（金）、横浜ラポールにて標記会議が開催され、第二ブロック（関東）所属８施設に東京手話通

訳等派遣センターを含めた計９施設から１７人が出席しました。このブロック会議は全国大会（今年は６月に

長崎県で開催）の２日目と、今回の８月とで年２回開催され、関東ブロックに特化した情報の交換や課題の

協議をおこなっています。神奈川県の３施設（県、川崎市、横浜市）は、ブロック発足当初より、３施設で協

力しながらこの会議の事務局を担っています。今回の会議では、ブロック内で事例があった裁判員裁判通訳

の「入札」に関しての状況確認、厚生労働省通知「地域生活支援事業における意志疎通支援を行う者の派

遣等について」（通称：モデル要綱）に関わる各地域の取り組み等について協議しました。裁判員裁判の通

訳配置については、基本的な考え方（裁判の通訳は権利保障であり入札にはそぐわないこと等）や裁判所

への対応を施設間で統一すること、また関東ブロック内の取り組み状況を上部団体へ報告し、全国の施設

と共有することを確認しました。今後も関東各施設同士の連携を強化し、情報を共有しながら共通の課題に

取り組んでいきたいと思います。 

ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド２０１４開催しました 

7月11日（金）～12日（土）、ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド（愛称：ヨッテク）が、パシフィコ横浜展示

ホールＤにて開催されました。当施設では「～音や聞こえを快適に～」をテーマに、玄関やリビングなど

生活場面を再現したブースを作り、株式会社自立コム様、ソフトバンクモバイル株式会社様のご協力のも

と、音や聞こえに関する機器を展示・体験していただいたり、ｉPａｄを使った筆談やビデ

オチャットの体験を行いました。聞こえに困っている方、家族の方、聴覚障害者を支援

している方、関係機関の方など、たくさんのお客様に来ていただくことができました。 

また、聴導犬などのデモストレーションや、聞こえに関する新しい機器をはじめ、様々

な障害・高齢者の自立や支援に関する機器の展示があり、大変参考になりました。 

来年は７月２４日（金）～２５日（土）、パシフィコ横浜展示ホールＤにて開催します。

みなさまのご来場をお待ちしております。 
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 平成２６年度コミュニケーション支援事業担当者研修会に参加しました 

７月１６日（水）～１８日（金）の3日間、京都市聴覚言語障害センターにて開催された標記研修会に全国

の情報提供施設等からは４７人の参加があり、当施設から２人が参加しました。 

１日目は「難聴者福祉」を軸に、要約筆記事業の現状や難聴者の心理、全国の情報提供施設の難聴者

関連事業への取り組みについての話を聞きました。２日目は「スーパーバイズ」をテーマにした講義を受け、

通訳者に対しどのようにスーパーバイズするか、事例に基づいてグループ討議をおこないました。３日目は、

意思疎通支援事業のモデル要綱制定の経緯や最新の動向について学習しました。 

研修を通じて、派遣担当者が福祉専門職としての視点を持つことの重要性を改めて考えさせられまし

た。今後の業務の中で学んだことを活かし、派遣担当者としての専門性を高めていきたいと思います。 

手話通訳者現任研修の報告 
 

●全体研修 健康講座「手話通訳者の健康問題と予防について」８月３０日（土） 

 毎年、カリキュラムには、健康にかかわる講座を取り入れています。今年は、手

話通訳者の職業病予防について考える機会としました。講師に、滋賀医科大学 

社会医学講座 衛生学の北原照代先生を迎え、 ９１人の出席がありました。内

容は、ヒューマンサービス労働・活動における疲労と過労について、そして、手話

通訳者の頸肩腕障害、腰痛、メンタルヘルスの健康問題と予防、治療ついてお

話いただきました。医師である講師から示される具体的な実例は説得力があり、

労働と生活のバランスがどれだけ大切か新鮮にお聞きしました。通訳活動をする

上での健康や通訳者の職業病予防を考える研修をこれからも継続していきたい

と思います。 
 

●全体研修「手話通訳者が真の専門職となるために」９月２７日（土） 

九州産業大学 教授 倉知延章先生をお招きし標記テーマの研修を行い、１０２人が出席しました。講師

は、精神保健福祉を専門とされ、手話通訳士としてもご活躍です。内容は手話通訳者と聴覚障害者の関

係は、ひとりの聴覚障害者が「援助対象者」「友人」「活動仲間」など場面によって

立場が変わり、それに伴って手話通訳者の立場も変わります。これは他の専門職と

は異なる特殊性であり、この特殊性の問題部分から、手話通訳者が専門職として

確立されていないとしたら、真の専門職として認められるために通訳者自身がどん

な行動から始めることができるのか、問いかけながらお話いただきました。日々感じ

るかかわり方の難しさの原因が明確になり、これから、共通認識をもって自ら専門

職として意識し自然に相手にも伝えていくことの重要さを知った研修でした。 

 

●聞きとり研修「豊かなイメージをふくらませようⅢ」９月２０日（土） 

標記テーマで研修を開催し、７１人が参加しました。この研修は、講師陣が３年

に渡って膨大な資料と時間を積み重ね組み立てたプログラムで、話し手の言葉か

らうけるイメージを広げることなど、手話表現力のアップを目的に、ユーモアのある

講演や落語などを題材に学んできました。今回、３回目の最終回は、前半は「詩」

を題材にグループで自由に発想することを楽しみました。後半は、「医療場面」の

事例を、５月の研修会で学んだ手法（デマンドコントロールスキーマ）を取り入れ、

研修の前半で体験した発想力を生かし、場面の目的、情景をイメージしながらグ

ループで検討しました。このような手法はあらゆる通訳現場での対応力を高めるこ

とにつながると考えます。 

この３年間、他の通訳者の手話表現や気づきから刺激を受け、自分自身の通訳活動を見直し、さらに次

年度までの目標を設定しながら、着実にステップアップをはかることができたと思います。 
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関東ろうあ者相談員連絡会に参加しました 
 平成２６年度第２回関東ろうあ者相談員連絡会が、９月３０日（火）に開催され、２２人の参加があり、当

施設から２人が参加しました。研修では淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科の渋谷哲教授をお招きし、

平成２７年4月1日施行の「生活困窮者自立支援法の制度について」の講義がありました。現時点で厚生労

働省からの詳しい内容の告知がまだであること、モデル事業や制度の概要について説明がありました。ま

た、生活保護の制度や現在の課題についても説明があり、相談員としても学ぶことの多い研修でした。 

 後半は情報交換を行い、全国ろうあ者相談員研修会のブロック代表者会議の報告がありました。 

第２６回全国ろうあ者相談員研修会に参加しました 

全日本ろうあ連盟主催の標記研修会が７月２４日（木）～２５日（金）、佐賀県聴覚障害者サポートセン

ターにて開催され、全国から５３人の参加があり、当施設から１人が参加しました。 

１日目は基調報告の後、全日本ろうあ連盟の石野富志三郎理事長から「生活相談員へ緊急提言」との

内容で講演がありました。その後、司法関係の事例レポート発表①があり、グルー

プ討議と討議内容の発表を行いました。 

２日目の午前中は司法関係事例レポート発表②があり、参加者から意見やアド

バイスが出されました。午後の全体会では、「認定聴覚障害者相談支援員（仮

称）」の資格化、聴覚障害者相談員の組織化、災害時の支援体制などについて

意見交換を行いました。 

来年は東北ブロックで開催の予定です。 

字幕付き舞台「どんぐりと山猫」開催しました 
８月１０日（日）字幕付き舞台「どんぐりと山猫」を開催しました。台風の影響も

心配された中、２３２人が来場され、無事終了することができました。この舞台

は、平成２５年度より始動した横浜ラポール文化事業「演劇ワークショップ」の舞

台公演の２回目でした。今回は、聴覚に障害のある方をはじめ、字幕を必要とす

る方にも楽しんでいただけるように、字幕サークル「まじっく」が字幕制作・投影を

担当しました。まじっくメンバーは、ワークショップの演者が２年間練習を積み上げ

てきた成果を発表する公演に字幕をつけることで、より観客席との一体感を作れ

たらと願い、ぎりぎりまで字幕の修正、投影のタイミングを話しあいました。共に舞

台をつくり上げた充実感も味わうことのできた作品でした。 

次回の字幕付きイベントは、平成２７年３月１日（日）の予定です。 

ラポールの祭典２０１４～おいでよ！ラポール～ 
を開催しました    

９月７日（日）、ラポールの祭典を開催しました。前日から天候が心配されましたが、

当日はたくさんのお客様に来場いただきました。メインアリーナでの小机小学校のマー

チングバンドで祭典がスタートし、ユニバーサルカヌー体験、卓球・車いすバスケットの

体験、紙ひこうき飛ばし選手権、バザー、バルーンアート、缶バッ

チ、おもちゃ広場、模擬店など、盛りだくさんの内容で楽しんでい

ただきました。当施設の職員も、受付や職員ショップなどラポー

ル各所で皆様とお会いし、模擬店では焼きそば＆とん汁で腕を

振るいました。これからも、横浜ラポールをよろしくお願いします。 

 



横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設だより《横浜ウェーブ》２０１４年１０月 第１５２号 

4 

◇◆情提のうごき（８～１０月）◆◇ 

８月 

１ 要約筆記者養成事業打合せ（浜難聴） 

４ 登録手話通訳者1年次研修 
６ 国立障害者リハビリテーションセンター学院生    

  見学対応 

６ 登録筆記通訳者研修（浜難聴） 

７ 非常勤手話通訳者採用試験 

10 字幕付きイベント 

12 視聴覚機器点検 

19 27年度予算要求ヒアリング 

21 全聴情協関ブロック会議打合せ 
21～22 関東ブロック映像制作担当者研修会 

22 港北保健所訪問（祭典関係） 

22 手話統一試験委員会（横聴協） 

27 特殊検診担当医療機関訪問 

27 健康福祉局担当課との定例協議 

29 全聴情協関ブロック会議 

30 手話通訳者全体研修 
 

 

９月 

３ 筆記通訳者研修 

４ 事業団階層別研修 
７ ラポールの祭典 

８ 非常勤手話通訳者会議 

９ 視聴覚機器点検 

11 非常勤採用予定者オリエンテーション 

11 手話養成運営委員会（横聴協） 

14 手話養成事業講師会（横聴協） 

17 祭典反省会 

17 見学団体（調布市登録手話通訳者の会） 
   下見対応 

24 港北区民生委員 見学対応 

27 手話通訳者全体研修・専門研修 

30 関東ろうあ者相談員連絡会 

 

１０月 

１ 筆記通訳者研修会（浜難聴） 
６ 通訳者3年次研修 

７ 宮城県情提視察対応 

８ 手話統一試験対策講座（横聴協） 

８ 要約筆記者統一試験説明会（東京） 

９～10 定期健康診断 
９ 手話養成運営委員会（横聴協） 

11 手話通訳者課題別研修 

11 手話通訳者養成事業への支援（横聴協） 

14 視聴覚機器点検 

15 手話統一試験対策講座（横聴協） 

18 障害者スポーツ大会結団式 

19 手話養成事業講師会（横聴協） 

21 手話養成事業講師会（横聴協） 
22 要約筆記者養成事業打合せ（浜難聴） 

22 手話統一試験対策講座（横聴協） 

28 ラポール防災訓練 

28 事業団階層別研修 

28 手話養成事業講師会（横聴協） 

29 手話養成運営委員会（横聴協） 

30～11/4 全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会 
        選手団随行（手話通訳） 

スタッフの独り言 
日が暮れるのを早く感じるこの時期になると「来年の手

帳！」と思い始めます。友達と集まっても、どんなタイプがい

い、どこのお店で買ったと話題になります。ここ数年は、携帯

で管理するから手帳はやめたと宣言する人もでてきて、便利

なアプリやスマホの方に話が広がっていきましたが、やっぱり

手帳が便利～と、手帳に復活しています。一般的にも、パッ

と開いて、見られる、記入ができる手帳の人気は健全だと

か。 

来年の手帳が店頭に並び始めました。ペラペラ

とめくって長い時間立ち見をして、すぐには買わず

迷います。どんどん手帳に記入したくなる一年で

あることを楽しみに購入したいと思います。 （Ｙ.Ｈ） 

出た！データ！ （人）

区分 非常勤 登録

派遣 321 382 180 1

紹介 6 66 12 0

派遣 254 253 66 3

紹介 6 68 11 0

派遣 282 355 108 3

紹介 1 59 16 0
9月

3

手話通訳
筆記

通訳

情提

職員

ビ デオ

ラ イ ブ

ラ リー

7月
2

8月
2

聴覚障害者情報提供施設 年末年始のお休み（お知らせ） 

手話・筆記通訳派遣／聴覚障害者相談窓口 １２月２９日（月）～１月３日（土） 

ビデオライブラリー／視聴覚機器貸出 １２月２８日（日）～１月４日（日） 
 

※１２月２８日（日）午後５時～１月４日（日）午前９時３０分の間、

ＦＡＸ機の受信を停止します。ご了承ください。 
横浜ラポールは全館１２月２８日（日）～１月４日（日）休館いたします。 

年末年始の緊急時のお知らせ 
年末年始は、多くの医療機関が休診となります。突然体調を崩した場合は、各区にある休日急患診

療所をご利用ください。 

救急医療情報センター：急病のとき、医療機関を案内します 

               FAX：２１２－３８０８（無休／２４時間／聴覚障害者専用） 

横浜市消防局：救急車・消防車の要請、FAX：１１９（横浜市内・無休／２４時間） 

神奈川県警察：事件・事故通報、FAX：０１２０－１１０２２１（無休／２４時間） 

横浜市コールセンター：市政・生活情報ならなんでも 

               FAX：６６４－２８２８、callcenter@city.yokohama.jp(無休／8時～２１時） 


