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ＦＡＸ：０４５－４７５－２０５９  ＴＥＬ：０４５－４７５－２０５７ 

新年あけましておめでとうございます 
  

 昨年中は、聴覚障害者情報提供施設の事業をご利用いただき、ありがとうございます。 

 昨年は、手話・要約筆記通訳者派遣担当職員（嘱託員）の正規職員化が実現し、また、

長年の課題であった手話・要約筆記派遣事業運営委員会が制度上に位置づけられるなど、

実り多い1年となりました。 

年末には、（一社）横浜市聴覚障害者協会をはじめとした関係団体の尽力の結果、 

「神奈川県手話言語条例」が県議会で可決・成立するという朗報もありました。この条例

を、現行の聴覚障害者福祉サービスの中に具体化していく道すじについては、今後、検

討・協議されると思いますが、横浜ラポールとしても、その動向を注視していきたいと思

います。 

本年がみなさんにとって良い一年となりますようお祈り申し上げます。 

 ～お知らせ～ 

ホームページに動画配信をしています 
横浜ラポールのホームページをリニューアルしました。 

聴覚障害者情報提供施設のホームページも、動画が配信されるようになりました。 

手話・筆記通訳者の派遣、聴覚障害者相談の方法を動画でわかりやすく説明していま

す。また、お知らせは随時更新していきます。 

動画はパソコン・スマートフォンからもご覧いただけます。 

https://www.youtube.com/user/yokohamaYRS 
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 平成26年度 

聴覚障害者向けソフト制作担当職員研修会に参加しました 
１１月５日（水）～７日（金）の３日間、青森県聴覚障害者情報センターで行われた標

記研修会に当施設から職員１人が参加しました。全国３６施設、１団体から４１人が集ま

り、映像等の制作、情報保障・情報支援について意見交換を行い、制作技術のスキルアッ

プを図りました。 

１日目は「情報提供施設の役割を考える」をテーマに、岩手、宮

城、福島の情報提供施設等から、東日本大震災の経験と現状の話を

聞き、緊急災害時の情報保障・支援についてパネル討議しました。

日々やっていることは緊急時のいざというときにもできるが、日常

やっていないことを突然はやれないという言葉が強く心に残りまし

た。 

２日目は、基礎・応用コースにわかれ、日常の制作上の問題や疑問について情報交換を

行い、午後は聴覚障害者用の字幕制作に関する基礎的なルールを確認しました。専門委員

からは著作権に関する取り組み報告、タブレットとアプリを活用して聞こえを表現する方

法の紹介がありました。 

３日目は、「ソフト制作担当者の役割」をテーマにグループ討議を行いました。 

今回の研修を受け、日々、担当業務に追われていることも事実ですが今後、情報提供施

設に求められることは何か、改めて考えていきたいと思います。 

第14回全国障害者スポーツ大会「2014長崎がんばらんば大会」に参加しました 

長崎県で１１月１日（土）～３日（月）に開催された標記大会に、横浜市から選手６７

人、役員３９人の計１０６人が派遣されました。聴覚障害の選手は陸上３人、フライング

ディスク２人。今回は主に陸上チームの手話通訳として選手団に同行しました。 

テントが飛ばされ、競技が翌日に延期になるハプニングもありましたが、横浜市選手団

全体では、金４１銀１２、銅１１のメダルを獲得！メダル獲得率は全国５位（金メダル獲

得率は２位）、陸上、水泳で各６つの大会新記録（タイ記録）、バレーボールとバスケッ

トボールはそれぞれ３連覇というすばらしい成績を収めました。 

聴覚障害の選手も、金メダルをいくつも獲得するなど大活躍でし

た。陸上チームでは、他の障害の選手たちと交流し励まし合って、

チームの士気を高めるのに一役買っている姿が印象的でした。 

次回は和歌山県で開催されます。横浜市選手団の活躍に期待したい

ですね。 

ＣＳ障害者専用放送「目で聴くテレビ」に番組を提供しています 

地上波「目で聴くテレビ神奈川」で放送されています 

 平成２３年度から、「目で聴くテレビ」へ自主制作番組の提供を再開しました。平成２４年度か

らは、目で聴くテレビに提供後、地上波「目で聴くテレビ神奈川」でも放送されるようになりまし

た。 

 今年度制作した「地方の手話 ～横浜～」は１０月にＣＳ放送で、１２月に目で聴くテレビ神奈川

で放送されました。これからも、どうぞよろしくお願い致します。 

これまでの制作リスト[各１０分] 

平成２３年度 「つつうらうら 横浜散歩～野毛山動物園～」 

平成２４年度 「つつうらうら 横浜散歩～横浜マイスター～」 

平成２５年度 「つつうらうら 横浜散歩～原鉄道模型博物館～」 

       「つつうらうら 横浜散歩～日本新聞博物館～」 
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聴覚障害者相談より  平成２６年度 第４回浜の会ミニデイサービスに参加しました 
以前より市内で開催されている「浜の会ミニデイサービス」（主催：神奈川ろうヘルパー連絡会かもめ

の会「浜の会」・（一社）横浜市聴覚障害者協会）のご案内をいただき、港南中央地域ケアプラザで１１

月２３日（日）に聴覚障害者相談員が初めて参加させていただきました。 

受付開始前から皆さん続々とお集まりになり、１０時から順次受付を済ませ、看護師・スタッフの待つ

ブースで血圧と体温を測って本日の体調を確認。今回は１８人の参加がありました。体調確認を終えた皆
さんから「久しぶり・元気」など、あちこちで会話が交わされていました。 

１１時から歯科医師による「若さの秘訣はお口から」とのテーマで、歯の健康

についてミニ講演会がありました。若さを保つためには歯の健康も関わってくる
こと等、パワーポイントの写真・イラストを使って手話で大変分かりやすく説明

していただきました。歯の健康は高齢者だけの問題ではなく、常日頃から歯の健

康を意識し、歯を守ることの大切さを知りました。 
昼食時は、参加者の皆さんとスタッフがテーブルを挟んで向かい合って座り、

楽しくおしゃべりをしました。午後は、ペンタク・秋の食材の重さ当てゲームを行い、どのゲームも皆さ

んが楽しそうに取り組まれているのが印象的でした。 
 最後に「横浜ラポールからのお知らせ」の時間をいただき、当施設事業

の紹介と、横浜市のＦＡＸ１１９番通報用紙の記入・通報方法などについ

てお話しさせてていただきました。大変熱心に聴いていただき、また質問
や今後の課題もいただきました。今後も定期的に参加していきたいと考え

ています。 

 
「浜の会」についてのお問い合わせは聴覚障害者相談 ＦＡＸ ４７５－２０５９へ 

 

 

かなっくホール「1月度スタッフ勉強会」に行ってきました 

 
１月１９日（月）、神奈川区民文化センター（かなっくホール）からの依頼

で、（一社）横浜市聴覚障害者協会理事長井上氏と聴覚障害者相談員が、上記セ

ンターの職員勉強会「聴覚障害者対応」の講師を務め、スタッフ１４人の参加が
ありました。 

まず井上氏から「聴覚障害について知る」のテーマで、耳が聞こえないこと、

手話について、表情豊かにユーモアも交えながらお話がありました。聴覚障害者
相談員からは「聴覚障害者への接し方について」のテーマで、コミュニケーショ

ンの工夫など筆談や身振りなど具体的な例を挙げて話をしました。 

かなっくホールの方々からは、「今後、聴覚に障害をお持ちの方と接する機会
に、ぜひ生かしてまいりたいと思います」との感想をいただきました。 

聴覚障害者も利用される市民利用施設の職員の方へ、聴覚障害について知って

いただくいい機会になりました。 

 字幕付き舞台横浜桜座公演「どんぐりと山猫」     

 出演 横浜桜座 原作・宮澤賢治 脚本・飯田浩志 

日時：平成２７年２月８日（日）２回公演 ＊上演時間約５０分 

 １回目 開演１１:００～（開場１０:３０～） 

 ２回目 開演１４:００～（開場１３:３０～） 

 申し込み不要です。当日直接会場にお越しください。 
入場無料 

８月にラポールで上演された「どんぐりと山猫」

の再演です。今回の公演は、ラポール文化事業「演

劇ワークショップ」卒業生全員が出演し、２回公演

でお送りします。各回演目は同じですが主な配役が

交代します。一度ご覧になった方でも、また違った

雰囲気をお楽しみいただけると思います。この機会

に、ぜひご来場ください。 

会場：障害者スポーツ文化センター横浜ラポール    

「ラポールシアター」 

出演：横浜桜座 

主催：一般社団法人 グランツ 

共催：社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 

協力：演劇集団霧の旗プロジェクト 

   字幕サークル「まじっく」 
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出た！データ！ （人）

区分 非常勤 登録

派遣 335 332 118 8
紹介 15 77 31 0

派遣 308 307 34 10
紹介 20 97 55 0

派遣 317 322 108 6
紹介 27 64 35 0

12月
0

手話通訳 筆記

通訳

情提

職員

ビ デオ

ラ イ ブ

ラ リー

10月
1

11月
2

11月 

10/30～11/4 全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会 
       （長崎）随行（手話通訳） 

5～7 全聴情協ソフト制作担当者研修会 

５ 要約筆記者研修会（浜難聴） 

８ 登録手話通訳者研修 

10 非常勤手話通訳者専門研修 

11-12 手話養成講師伝達講習会（横聴協） 

12 手話登録試験対策講座（横聴協） 

12 調布市手話通訳者会見学対応 
18 要約筆記登録試験ﾌｫﾛー ｱｯﾌﾟ研修 

18 手話養成運営委員会（横聴協） 

19 手話登録試験対策講座（横聴協） 

21 聞こえと補聴器講座 講師 

22 登録手話通訳者研修 

23 「浜の会」定例会訪問 

25 手話養成講師会（横聴協） 

26 健福局との定例会議 
27 手話登録試験委員会（横聴協） 

28 事業団階層別研修 

 

12月 

３ 筆記通訳者研修（浜難聴） 

５ 手話通訳者登録試験前日準備（横聴協） 

６ 手話通訳者登録試験（横聴協） 

８ 非常勤手話通訳者会議 
８ 健福局事業ヒアリング 

10 横浜ラポール運営委員会 

13、14、20 手話通訳者登録試験審査会         

              （横聴協） 

16 要約筆記者登録試験ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修 

17 要約筆記者登録試験委員会（浜難聴） 

22 手話養成講師会（横聴協） 

24 健福局との定例会議 
25 事業団研究発表会 

 

１月 

13 情提事業見直し会議 

13 手話養成運営委員会（横聴協） 

14 要約養成検討会（浜難聴） 

19 神奈川区民文化ｾﾝﾀｰ職員研修 講師派遣 

19 非常勤手話通訳者専門研修 
20 手話養成講師伝達講習会（横聴協） 

21 手話通訳派遣事業運営委員会 

24 登録手話通訳者研修会 

27 市立ろう特別学校職員研修 講師派遣 

28 要約筆記派遣事業運営委員会 

28 健福局との定例会議 

スタッフの独り言 
広報よこはま１ 月号による と、写真 や映像に関 するイベン ト

「フォト・ヨコハマ２０１５」 が１月から３月まで市内各所で開

催されるそうです。今年で５回目とのこと。webにもイベント情報

があるので、足を運んでみたいと思っています。 

以前はデジタルカメラで写真を撮る人が多かったのですが、今

は、スマートフォンで写真を撮る人を多く見かけるようになりまし

た。フィルムカメラの時代と違い、デジタルカメラやスマートフォ

ンなどは、誰でも気軽にたくさんの写真を撮れるのがいいですね。 

ちなみに、私は今も「携帯電話」で街角の写真を撮っています

が、撮りっぱなしなので、撮った写真を楽しむ方法を模索していき

たいと思います。（N・A） 

字幕付きイベントのご案内 
（プロジェクターによる字幕投影） 

 映画会「ぼくとママの黄色い自転車」 

出 演：武井証、阿部サダヲ、鈴木京香 ほか 

日 時：平成２７年３月１日（日） 

時 間：開演１４:００～（開場１３:３０）           

申 込：２月２２日必着 

申込先：横浜ラポール「字幕付き映画 僕とママの黄色い自転車」係まで 

ＦＡＸ：０４５－４７５－２０５３（横浜ラポール文化担当）                               
 [あらすじ]大志は、父と２人暮らしの小学３年生。物心ついたころから母が「留学でパリのデザ

イン学校に通っている」と聞かされて育ってきた。そんな母との絆は、週１度のパリからの手紙で

のやりとりと、黄色い自転車のみ。しかし、ある日のふとしたことから手にした写真から、パリに

いるはずの母が瀬戸内海に浮かぶ離島・小豆島にいるかもしれないと思うようになる。大志は父に

は内緒で、黄色い自転車に乗り、愛犬のアンと共に小豆島を目指して旅立つ。 

今年度最後の字幕付きイベントです。お誘いあわせの上、ご来場ください。 

入場無料！ 

要申込 

☆聴覚障害者相談からのお知らせ☆ 
 ～大切な資料が届いていませんか～ 

 ・健康診断クーポン券 

 ・横浜市２３価肺炎球菌ワクチン接種助成クーポン券 

 ・子宮頸がん・乳がん検診・大腸がん検診無料クーポン券 

  対象者に郵送されています。３月末締切です。早めに受診しましょう。 

 相談・問合せ：聴覚障害者相談 ＦＡＸ ４７５－２０５９  


