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７月１２日（日）、新羽地域ケアプラザ（港北区）で、「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」、横浜市聴覚障害者協会）が開催され

ました。梅雨明け前の暑い日でしたが、１５人の方が参加されました。午

前中は牛乳パックを使った工作、昼食を挟み、午後からはゲームなど大変

盛り上がりました。当施設からは聴覚障害者相談員が参加し、「臨時福祉給

付金」について情報提供しました。皆さん、関心を持って聞いてくださ

り、後日、相談予約のＦＡＸ後、来所された方もいらっしゃいました。今

後も引き続き、情報発信していきたいと考えています。 

 

 
７月１７日（金）、老人福祉センター横浜市翠風荘からの依頼により、横浜市中途失聴・難聴者協会の 

馬越勲氏と聴覚障害者相談員が「耳の聴こえ 大丈夫ですか」の講師を務めました。３０人ほど参加者が

集まり、馬越氏からは「中途失聴の体験談」、聴覚障害者相談員からは「聞

こえにくくなった方に対する生活や会話の工夫など」をお話しました。講演

会終了後、初めて筆記通訳者を見た方から、「補聴器を付けてはいるが、よ

く聞こえないので、最初から最後までスクリーンを見て話を理解することが

できて助かった。」というお言葉をいただきました。今後も聴覚障害の理解

を深めるための啓発活動を取り組んでいきたいと思います。 

６月１９日（金）、横浜市立ろう特別支援学校にて同校ＰＴＡと「ときわ

虹の会」（※横浜市立ろう特別支援学校の保護者・家族により設立された

親の会）共催で「～知って便利な情報保障～横浜市消防局によるもしもの

ときの勉強会」が開催され、情報提供施設も講師の一人として、派遣事業

全般の説明を行いました。消防局からは「救急手話通訳者派遣事業」を含

む１１９番通報のしくみについて、映像や事例を交えながら大変分かり易

いお話がありました。保護者を中心とした参加者（約４０人）からは、質

問や意見が多数寄せられ、非常に有意義な会となりました。今後も、情提事業を広く知っていただくため

の普及・啓発に関する取り組みを、より積極的に行っていきたいと思います。今回の学習会を企画・運営

された会の皆さんに心より御礼申し上げます。 
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７月８日（水）～１０日（金）の２泊３日、上記研修会（会場：京都市聴覚言語障害センター・京都府

聴覚言語障害センター）が開催され、全国３１施設３９人の担当者が集まりました。 

初日は基調提案：「情報提供施設と難聴者生活支援」、発表：「要約筆記担当コーディネーターから」、講

義：「難聴者のニーズ理解」。２日目はコーディネートについての講義：「何をどうコーディネートするか」、

手話と要約筆記のグループに分かれ、各施設の状況や担当者の悩みや工夫についての話し合いなど充実

した内容でした。最終日は講義：「意思疎通支援事業の動向」の後、今年４月に開所したばかりの施設を

見学しました。情提の職員として動向を見守っていく必要性を痛感しました。 

 

 

７月１５日（水）、今年度１回目の上記委員会が開催されました。今回は平成２６年度事業報告等共通の

内容が多かったため、手話・要約合同での開催となりました。委員からは、急増している介護保険関係のニ

ーズの明確化、災害時の取組み等に関する意見が出されました。 

第２回目は、平成２８年２月に開催予定です。 

 

 
社会福祉法人日本身体障害者団体連合会 常務理事兼事務局長の森祐司さんをお

招きし、上記テーマで研修を行い１０５人（手話通訳者９２人、筆記通訳者１３人）

が出席しました。講師が直接関わられた多くの事例を含め、障害者制度に対する歴

史的意義、障害者制度改革の経緯、障害者差別解消法の踏み込んだ概要と今後の課

題についてもお話いただきました。聴覚障害者のコミュニケーション支援者とし

て、障害者理解を進めるために何ができるかを考え行動することの大切さを改めて

考えさせられた研修でした。 

 

 

 

筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター准教授の白澤麻弓先生をお招き

し、上記テーマの研修を行い、９７人（手話通訳者８２人、筆記通訳者１４人）が

出席しました。講師は平成２６年８月から１年間、日本財団国際フェローとして、

アメリカロチェスター工科大学で学内の情報保障について調査研究をしてこられ

ました。聴覚障害者学生への支援体制が整っているからこそ、手話通訳者へ求めら

れるスキルも高くなること、そして、充実した養成環境があることも知りました。 

最後に「日本のコミュニティ通訳の派遣制度は誇れる。」という先生のお話から元気をいただきました。

米国の通訳者がスキルを高めていく姿勢に近づけるように努力するなど、できるところから始めていきた

いと感じた研修でした。 

【参加報告】 

平成２７年度 コミュニケーション支援担当者研修会 

           平成２７年度 第１回 

横浜市手話通訳者・要約筆記者派遣事業運営委員会開催 

                 ７/１１手話通訳者全体研修 

「障害者制度改革と障害者差別解消法の施行について」 

 

 

            ８/１ 手話通訳者全体研修 

「最前線の支援に学ぶ情報保障のあり方」 
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 ７月１０日（金）、第２回関東ろうあ者相談員連絡会が聴力障害者情

報文化センター（東京都目黒区）にて開催され、１５人が参加し、当施

設から２人参加しました。 

前半は、今まであまり研修テーマに取り上げられなかった「難聴者相

談」をテーマに、３事業所から高齢やコミュニケーション、聞こえなど

の相談事例報告と質疑応答が行われました。難聴者相談の事例は当施設

の相談業務を行う上で大変参考になりました。後半は、各事業所の情報交換と、全国ろうあ者相談員研修

会・第３回連絡会について話し合いました。 

 

 
全日本ろうあ連盟主催の標記研修会が７月２３日（木）～２４日（金）、青森県の青森市福祉増進センタ

ーで開催されました。全国から４５人（当施設から１人）が参加しました。一

日目は基調講演後、「震災後の生活を振り返って、今…～東日本大震災から４

年。ろうあ者の生活や労働への支援から見えた課題とは～」をテーマに被災地

の宮城、岩手と阪神・淡路大震災の兵庫のパネラーからの発表、パネルディス

カッション。二日目は事例レポートについてグループ討議を行いました。 

来年は近畿ブロックでの開催予定です。 

 

 

７月２４日（金）～２５日（土）、ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド（通称：ヨッテク、横浜市リハ

ビリテーション事業団主催の福祉機器展）がパシフィコ横浜で開催され、両日で１５，６２３人ご来場いた

だきました。当施設からは職員４人が「～音や聞こえを快適に～」をテーマ

に展示を行いました。（株）自立コムの音を光や振動に変える目覚まし時計な

ど多くの方に実際に手にとって試していただきました。また、今年は初めて

（株）プラスヴォイスにご協力いただき、最近、東京都北区議員が議会で試

したという音声を文字化するＵＤトークというアプリの実演を行いました。

音声の認識率がかなり高く、今後さらに広まっていくのではないでしょうか。 

 

 
  

              【参加報告】 

 関東ろうあ者相談員連絡会 

                 【参加報告】 

全国ろうあ者相談員研修会 

       ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド２０１５ 

開催しました 

 

 

 

 

 

※横浜ウエーブ第１５５号（２０１５年６月３０日発行）に関するお詫びと訂正 

前号の横浜ウエーブ第１５５号（２０１５年６月３０日発行）２ページ目に掲載の記事（手話通訳

者・筆記通訳者事業連絡会を開催しました）について誤りがございました。下記のとおりに訂正い

たします。 

【訂正箇所】「今年度の事業連絡会の日付」 

（誤）４月１１日（土） → （正）４月１８日（土） 
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マイナンバー制度が 

始まります！ 

 

日本で最初に創設された影絵劇団「かかし座」がラ 

ポールで上演します！「横浜ラポール字幕サークル 

まじっく」による日本語字幕の投影あり。 

日時：１０月４日（日）１４:００開演 

会場：ラポールシアター 

定員：３００人 ※事前申し込みが必要です。 

先着順（定員になり次第締切） 

障害のある方と介助者２人まで５００円。

一般１，０００円の有料。 

 

 

 

 

 

 

 

申込：横浜ラポール文化担当 

 

 

（７月末までの累計） 
■通訳者の派遣・紹介人数 ■聴覚障害者の相談 

内 容 手話通訳 筆記通訳 合 計 昨年同月 相談事業 実件数 対応数 

医療・保健 １５２１ ５８ １５７９ １５５６ 医 療 １８ ３０ 

司 法 ２４ １ ２５ ２７ 職 業 ９ １２ 

教育・保育 ３８０ １８ ３９８ ４２２ 教 育 ４ ４ 

労働・雇用 ２８０ ８２ ３６２ ２７９ 住 宅 １５ ２０ 

社会生活 ３４５ １４ ３５９ ３９９ 生 活 ６８ １０６ 

自己啓発 １０６ ７ １１３ １３７ 福 祉 ４６ ６４ 

福祉推進 ２８６ ４６１ ７４７ ７１２ 法 律 ７ １２ 

相談員 ２ ３ ５ ２ 聞こえ ３ ５ 

合 計 ２９４４ ６４４ ３５８８ ３５３４ 合 計 １７０ ２５３ 

昨年同月 ２９０４ ６３０ ３５３４  昨年同月 １５８ ２７３ 

■通訳者の現任研修 ■映像・字幕制作 

手話研修 回 数 １２ 参加人数 ３７２ 
自主制作作品数 １７ 

筆記研修 回 数 ９ 参加人数 １７３ 

 
７月 

１ 筆記研修 

３ 手話運営委員会（横聴協） 

３ 療育研究会（リハセンター） 

４ 手話養成講習会講師対応 

４ 手話奉仕員養成 指導状況見学 

６ 手話新人研修 

８ 手話奉仕員養成指導状況見学 

8～10 全聴情協ｺﾐ支援担当者研修会（京都） 

９ 指定管理者選定委員会 

10 関東ﾌﾞﾛｯｸ相談員研修会 

11 手話全体研修 

12 啓発関係対応（浜の会） 

13 手話専門研修 

15 手話・要約派遣事業運営委員会 

17 啓発関係対応(翆風荘) 

18 手話奉仕員養成 指導状況見学 

21 救急救命講習 

22 手話奉仕員養成 指導状況見学 

22 健福局定例会議 

23～24 全国ろうあ者相談員研修会（青森） 

24～25 ﾖｺﾊﾏ・ﾋｭｰﾏﾝ＆ﾃｸﾉﾗﾝﾄﾞ 

25 手話統一試験説明会（京都） 

25  手話通訳養成指導状況見学 

27 衛生委員会 

27 手話 2年次研修 

27 手話養成講師ﾋｱﾘﾝｸﾞ 

30 県ﾋｱﾘﾝｸﾞ（手話言語条例関係） 

30～8/5 実習生受け入れ（国ﾘﾊ学院生） 

30 研究発表会実行委員会 

31 浜難聴との協議 

31 手話養成講師ﾋｱﾘﾝｸﾞ 

31 ﾗﾎﾟｰﾙの祭典会議 

８月 

１ 手話全体研修 

１ 手話通訳者養成 指導状況見学  

３ 手話養成講師ﾋｱﾘﾝｸﾞ 

４ 秋田県議員見学対応 

５ 筆記現任研修 

６ 見学対応（国リハ学院生） 

11 福祉局予算ﾋｱﾘﾝｸﾞ 

17 啓発関係対応（浜の会） 

20 手話統一試験委員会 

21 ﾗﾎﾟｰﾙの祭典会議 

22 手話奉仕員・通訳者養成指導状況見学 

24 衛生委員会 

24 手話 3年次研修 

25 手話養成講師ﾋｱﾘﾝｸﾞ 

26 健福局定例会議 

26 平塚ろう学校教員実習受け入れ 

28 ﾗﾎﾟｰﾙの祭典会議 

31 手話養成講師ﾋｱﾘﾝｸﾞ

 

 

 
字幕付き影絵公演「長靴をはいた猫」 

 

 

今年も”ラポールの祭典” 

開催します 

 

９月６日（日）、横浜ラポールにて、ラポールの祭典

２０１５を開催します。今年のテーマは、「みんな笑

顔」。今年度は当施設も「手話で話そう！」というプ

ログラムで、手話教室、要約筆記体験やパネル展示を

行います。参加費はもちろん無料です。皆様、お誘い

合わせの上、ぜひ、ご参加ください。 

（ＦＡＸ:０４５-４７５-２０５３） 

 

平成２７年１０月から、マイナンバー

（個人番号）が、通知されます。詳細は

次号でお知らせします。 
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