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          ＣＳ「目で聴くテレビ」（1/12・26） 

横浜ラポール制作番組が放送されました 

  

 

１月２７日（水）標記研修会（会場：川崎市聴覚障害者情報文化センター）が開催され、全国聴覚障害者   

情報提供施設協議会（以下「全聴情協」）関東ブロックに属する、８都県（茨城、   

栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、山梨）２市（横浜、川崎）の１０施設     

から１０人の担当者が集まりました。この研修は、一昨年から始まり、今回で３回

目、当施設は事務を担当しました。研修は、全聴情協主催で１１月に行われた聴覚

障害者向けソフト制作担当者研修会の内容を振り返りながら、各施設の状況を  

ディスカッションしました。そして、ビデオクリニックとして５施設が制作事例発表後、活発な意見交換が  

され、担当者同士であるからこそわかる撮影・編集の苦労を分かち合いました。関東ブロックでは、地域の  

課題を集約し連携を図るために、施設長会議、映像制作担当者研修会、今年度からは派遣コーディネーター  

研修会が開催されました。 

映像制作担当者は、一人業務あるいは、他業務と兼務して行っている施設が多く、

専門的な技術や知識を得たり、問題を解決したりするための時間を作ることが  

とても難しいのが現状です。 

今後も、全国の研修で新しい知識や情報を得て、ブロックでの少人数で実践、  

検討していくことで、映像制作担当者として研鑽していきたいと思います。                 

平成２８年度からの横浜市新規事業の実施のため、聴覚障害者情報 

提供施設内の事務所を改装しました。また、映像製作に関わる撮影・編集・字幕制作 

機器を１２月末に更新しました。スムーズに動画配信等に対応できるようになり、  

機器はコンパクトに室内はすっきりしました。これからもよろしくお願いします。 

 

 

 

 

今年度２本目の番組提供をし、ＮＰＯ法人ＣＳ障害者放送統一機構「目で聴く     

テレビ」の「地方の手話」のコーナーで放送されました。横浜の観光地をはじめと     

した名所を表現する特徴のある手話をご紹介しました。 

今後、ｔｖｋ「目で聴くテレビＫＡＮＡＧＡＷＡ」でも放送されます。 

お楽しみに！ 
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          事務所がリニューアルしました！    

映像製作室の機器を更新しました！ 

 

 

  

               【参加報告】 

平成２７年度 関東ブロック映像制作担当者研修会 
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１月１３日（水）に手話、２０日（水）に要約筆記の運営委員会を開催しました。２つの運営委員会は平成

２６年度から派遣事業実施要綱に位置付けられ、それぞれ年２回実施しています（※今年度の第１回目は合同

で実施）。 

手話運営委員会では、昨今増加が著しい介護保険関係のニーズに関すること、また手話通訳者の技術面の 

スキルアップ等について意見交換しました。 

要約筆記運営委員会では、今年度で奉仕員から要約筆記者への移行期間が終了することから、現在の登録者

人数（登録試験合格状況）等について確認しました。また、懸案となっていたログ（＝パソコン通訳が入力   

したデータ）の提供に関する考え方について、改めて運営委員会として考え方の整理を行いました。 

今後も、派遣事業の円滑な実施に寄与する、充実した協議の場となるよう取り組みます。平成２８年度   

第１回目の委員会は、７月に開催予定となっています。 

 

 

２月６日（土）芝大門クリニック事務長兼医療トレーナーの武田紀子氏をお招きし、 

「手話通訳と健康」をテーマに講義とストレッチの研修を行い、通訳者８０人が出席しました。 

手話通訳者の特性と業務を十分に理解されている講師から、頸肩腕症候群の要因や症状、不調を感じたとき

の対処法を中心として、専門的なお話をしていただきました。また、通訳前と後に

有効であるストレッチを一緒に行い、生活の中に取り入れていくことの大切さも

教えていただきました。自覚症状が主な疾患であること、注意するべき関連症状を

知り、自分の体の状態に気づくことが最も有効な予防策であると、参加者全員で 

確認できた研修でした。 

 

 

 

１月２１日（木）、第４回関東ろうあ者相談員連絡会が浦和ふれあい館（埼玉県）にて開催されました。全体

では１６人の参加があり、うち当施設からは１人が参加しました。前半は、東久留米市子ども家庭部児童   

青少年課長の相川浩一氏を講師に招き、「ろうあ者相談員のあり方」について講義を受けました。改めて、  

「ろうあ者相談員とは何か」、「求められる専門性とは何か」、「その専門性を高めるためにはどうしたらいいか」

など振り返り、考える良い機会になりました。 

後半は二つのグループに分かれ、事例をもとに、「問題点は何か」「その問題に 

対してどのような支援ができるか」、グループワークを行いました。他の施設の 

相談員が、日頃、どのような支援を行っているかを知ることができ、大変参考に 

なりました。今後の相談業務に活かしていきたいと思います。 

平成２７年度 第２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 

              【実施報告】 

手話通訳者全体研修 

            【参加報告】 

関東ろうあ者相談員連絡会 
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講座「聞こえと補聴器」～より良いコミュニケーションを目指して～（主催：横浜市障害者社会参加推進  

センター）が開かれました。この講座は、会話や電話の音が聞き取りづらいなど、

聞こえに不安を抱えている方やその家族のための講座です。横浜市リハビリ   

テーション事業団がおこなっている聞こえの相談事業に

ついて講演をしました。聴覚障害者相談員から事業説明

と派遣事業の利用について、言語聴覚士からは聞こえと

補聴器の基礎知識をお話しました。アンケートから、補聴

器のこと、公的機関の利用ができることを知り、心強くなったとの参加者の感想が 

ありました。 

 

１月２４日（日）、踊場地域ケアプラザ（泉区）で、第５回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）が開催されました。午前中は、「在宅医療 病気があっても自宅で生活

を続ける」と題して、医師の講演がありました。午後は、２グループに分かれて  

漢字を使ったゲームを行った後、聴覚障害者相談員からマイナンバーについて情報

提供しました。 

 

 

１月２４日（日）、横浜市健康福祉総合センター（中区）の８階大会議室にて、横浜市中途失聴者・難聴者    

協会（以下：浜難聴）の１月例会が開催されました。例会の前半は、「知っていれば安

心です－心肺蘇生とＡＥＤ－」というテーマで日本赤十字社の指導員による講演があ

りました。講演後、４つのグループに分かれて、ＡＥＤの実技講習が行われました。

グループの中で順番に交代しながら、ＡＥＤの操作方法や心肺蘇生法について実際に

体験し、積極的に学ばれていました。 

当施設からは聴覚障害者相談員が参加し、休憩を挟んで

後半、「臨時福祉給付金」「マイナンバー」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いました。休憩中や例会終了後には、参加者の方から声を

かけてくださったり、福祉の制度について質問を受けたりしました。会員の方に  

当施設の聴覚障害者相談員のことを知っていただく良い機会になり、また交流を 

深めることができました。 

 

【参加報告】 

講座「聞こえと補聴器」で講演をしました 

【参加報告】 

平成２７年度第５回 浜の会ミニデイサービス 

【参加報告】 

横浜市中途失聴者・難聴者協会１月例会  
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横浜桜座による字幕付き音楽劇を公演します。 

「横浜桜座」は、横浜ラポールの文化事業「演劇 

ワークショップ」から一昨年にスタートした劇団

で、「障がいがあってもなくても、表現をすること 

で社会のなかでいきいきと暮らしていくことに寄与

する」ことを目的に、音楽劇を共に製作していま

す。 

昨年４月から第４期がスタートし、１年かけて 

じっくり作り上げてきた舞台、とのことです。 

皆様、お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
１月 

６ 要約筆記者現任研修 

10 横聴協新年のつどい式典出席 

12 27年度事業見直し会議 

12  目で聴くﾃﾚﾋﾞ地方の手話放送 

13 手話派遣事業運営委員会 

14 要約筆記者養成閉講式（浜難聴） 

15 映像担当研修打合せ 

15 手話養成運営委員会（横聴協） 

18 要約登録試験ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修（浜難聴） 

18 手話専門研修会 

20 要約派遣事業運営委員会 

20 映像編集ｿﾌﾄｴﾃﾞｨｳｽ説明会 

21 関東ろうあ者相談員連絡会（埼玉） 

21 要約筆記研修講師会 

24 浜の会例会参加  

24 浜難聴例会参加 

25 衛生委員会 

26 目で聴くﾃﾚﾋﾞ地方の手話放送 

27 関東ﾌﾞﾛｯｸ映像制作担当者研修（川崎） 

２月 

１ 手話 1年次研修 

３ 要約筆記現任研修 

３ 全聴情協関ﾌﾞﾛ研修（埼玉） 

６ 手話通訳者全体研修 

６ 横浜市事業説明 

７ 手話養成講師会（横聴協） 

９ 機器点検 

９ 情提事務所工事（～23日） 

10 職場体験対応（樽町中学校） 

15 要約登録試験ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修（浜難聴） 

16 人権研修 

17 手話専門研修 

18  聞こえの相談事業運営委員会 

19 映像字幕制作ソフト SST説明会 

20 要約登録試験事前準備 

21 要約登録試験（浜難聴） 

22 衛生委員会 

22 市立ろう特別支援学校高等部見学対応 

24 港町診療所訪問 

25 映像 3/6字幕付き映画会字幕ﾁｪｯｸ会 

 

 

 

 

■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 ３９９０ １３７ ４１２７ ４０３７ 医 療 ４２ ８０ 

司 法 ４８ ７ ５５ ９７ 職 業 １８ ３１ 

教育・保育 ７０７ ６４ ７７１ ７２８ 教 育 ７ ９ 

労働・雇用 ６１５ １６２ ７７７ ６７３ 住 宅 ３２ ４５ 

社会生活 ９８１ ４１ １０２２ ８９５ 生 活 １４７ ２４３ 

自己啓発 ２２２ ３６ ２５８ ２８４ 福 祉 ９３ １４９ 

福祉推進 ７６３ １１２９ １８９２ １８０９ 法 律 １２ ３１ 

相談員 ９ ４ １３ ６ 聞こえ １６ ２０ 

合 計 ７３３５ １５８０ ８９１５ ８５２９ 合 計 ３６７ ６０８ 

昨年同月 ７１０２ １４２７ ８５２９  昨年同月 ３３５ ６７１ 

■通訳者の現任研修 ■映像・字幕制作 

手話研修 回 数 ２７ 参加人数 ８２３ 
自主制作作品数 ４２ 

筆記研修 回 数 ２２ 参加人数 ５１６ 
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（1月末までの累計） 

 

日時：３月２７日（日） 

   １４：００開演（１３：３０開場） 

   ※上演時間：３０～４０分予定 

会場：ラポールシアター 

演出：飯田浩志 

出演：横浜桜座劇団員、サポートスタッフ 

入場料：無料（申し込み不要） 

    直接会場へお越しください。 


