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９月１２日（月）、神奈川区にある「傾聴ボランティアうさぎ」から

の依頼を受け、担当職員が「はーと友かながわ」にて９０分お話しし

ました。テーマは、「耳が聞こえにくくなった高齢者の傾聴に関する 

研修」で、約４０人の参加がありました。まず当施設の事業紹介・   

聴覚障害の基礎知識についてお話し、次に、老人性難聴者への傾聴時

の姿勢と注意についてポイントを絞り込み、具体的対応方法について

説明しました。 

また、区役所職員を対象とした「障害者差別解消法に基づく区職員向け研修会」が９月２１日より鶴見区

役所を皮切りにスタートしました。今年度は１８区のうち８区で実施 

予定です。研修は２回（各２時間）で１回目は聴覚障害についての専門

的な基礎知識とコミュニケーション方法についての講義や二人組での

練習、２回目は当事者を招き、これまで区役所で体験したことを話して

もらった後、当事者も交えて受付場面を想定したロールプレイを行い 

ます。講師を担う当施設職員としては、聴覚障害者や聴覚障害について、

受講者にどのように伝えたらよいか試行錯誤しながら、よりよい研修 

内容になるよう取り組んでまいります。 

９月４日（日）、横浜ラポールにて、ラポールの祭典２０１６が開催され

ました。聴覚障害者情報提供施設として、昨年同様、「手話で話そう！」を

実施。ミニ手話教室①１０：３０～、②１１：３０～、③１３：３０～、

④１４：３０～（各回約１５分）のほか、要約筆記（パソコン＆手書き）

体験コーナー、クイズコーナーやパネル展示などをおこないました。ミニ

手話教室では、横浜市聴覚障害者協会の協力により、ろう者の講師から 

直接指導。①③は子どもを対象とした内容、②④は成人の方に楽しく参加

してもらえる内容を企画しました。要約筆記体験コーナーでは、手書きで

書いた文字をＯＨＣで投影するという体験などをしてもらいました。体験

に参加してくださった方には、記念品として指文字をデザインしたオリジ

ナルの缶バッチを贈呈。当日は約３００人の来場者がありました。来年度

も引き続き、より良い企画を考え、さらに多くの方に、手話を知ってもら

い、手話・要約筆記の通訳に興味、関心を持ってもらえる機会になればと

願っています。 
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              ラポールの祭典２０１６ 

    開催しました 

 

       普及・啓発事業の取り組みについて 
 

 

【傾聴ボランティアうさぎでの講演の様子】 

ら） 

【区職員向け研修会の様子】 

ら） 

【ミニ手話教室】 

ら） 

【パネル展示】 

ら） 
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９月１７日（土）～９月１８日（日）、栃木県の小山市生涯学習センターにおいて標記研修会（主催：    

社会福祉法人全国手話研修センター）がおこなわれました。横浜市聴覚障害者協会への協力事業である手話

通訳者養成事業に資するため、当施設から職員１人が参加しました。栃木県をはじめ、近隣地域から１５人

ほどの参加者がありました。 

内容としては、手話通訳Ⅰ、Ⅱ、実践のテキストにおいて、指導方法が困難と声が挙がっていた「場面  

通訳」、「事例討議」、「ロールプレイ」の単元を中心に、講師がおこなう模擬指導を見ながら指導方法を学ん

でいくという形式で進められました。特に、「場面通訳」の演習では、同じ「場面通訳」でも初回では、    

緊張している受講生の心情も踏まえながら講座目標の設定をすることの大切さに触れ、受講生の自由な  

意見を引き出す工夫や、手話通訳をおこなうことへの自信をつける

ような話しかけが有効であることを学びました。 

また、各地域（主に栃木県、茨城県、埼玉県、川崎市、東京都   

など）の手話通訳者の養成状況についても意見交換することが  

でき、通訳者の人材不足や指導者のレベルアップの必要性など、 

当市と類似した課題があることがわかりました。他の地域の取り 

組みで、参考になることも多々あり、各地域の担当者とつながりが

できた有意義な研修会となりました。 

 

 

 

８月２７日（土）、帝京平成大学の赤畑淳氏をお招きし、  

「聴覚障害と精神障害をあわせもつ人の支援とコミュニケー

ション」というテーマで研修を行い、１０１人が出席しました。

講師は長年の医療現場での実践をまとめ、今回の研修テーマと

同タイトルの著書を出されています。聴覚障害と精神障害を 

あわせもつ人の困難な支援の中から、支援の可能性を導き出し

ていくというプロセス、マイノリティーである相手を包括的に

理解しようとする

姿勢や支援の大切

さ、支援におけるコミュニケーションのポイントなど、多くの

ことを学ぶことができました。 

手話通訳・要約筆記者として、日々の通訳活動の中で、相談

機関同士の支援者間の連携や協力を意識することの大切さを

改めて考えさせられる研修でした。 

【参加報告】 

平成２８年度手話通訳者養成担当講師  

リーダー養成研修会 

               【実施報告】 

手話・要約筆記合同研修（８/２７）  
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９月１３日（火）、標記連絡会が埼玉県浦和合同庁舎（埼玉県さいたま市）で開催され、１７人が参加し、

当施設から２人参加しました。午前中は事務局の引き継ぎがおこなわれ、今年度から、当施設が事務局  

（任期：２年）を担うこととなりました。 

午後からは、連絡会の会員で山梨県立聴覚障害者情報センターの相談員：小澤恵美氏から「ろうあ者相談

員のあり方」というテーマの講演がありました。具体的な事例をとおして、他機関、他職種と連携をはかり

ながら、支援に取り組んでいる様子が報告されました。 

 

 

 ８月２１日（日）横浜ラポール文化企画事業との連携で、標記映画会を行い、１０９人の来場があり   

ました。今回も、聴覚に障害のある方をはじめ、字幕を必要とする方に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。終了後のアンケートにも、「何度見ても感動し

ました」「字幕がついていて、内容がわかりやすかった」などの感想を多くいただきました。 

字幕制作では、映像と字幕を同時に見て、楽しんでもらおうと

すると、セリフどおり一字一句、字幕に起こした場合、文字数が

多くなり、読み切れないおそれがあります。そこで、セリフと  

同時に字幕を出せるように、セリフが終わっても字幕を残したり、

画面の口の動き出しと字幕が出るタイミングを合わせたりする 

など、聞こえない人にも楽しんでもらえるよう、様々な工夫を  

おこなっています。今回見逃した方は、ぜひ次回の上映を楽しみ

にお待ちください。日時等はウェーブ紙面でお知らせします。   

ご来場をお待ちしています。 

 

 

８月２７日～９月４日のうち５日間、２人の実習生を受け入れました。国立障害者リハビリテーション 

センター学院手話通訳学科２年の田辺宮子さんと、日本福祉教育専門学校社会福祉学科手話通訳学科２年

の直井彩香さんです。実習では、派遣事業や相談事業に関するレクチャー 

だけでなく、職員全体会議や手話通訳者研修会への参加、また、そこでの  

通訳体験など、内容は多岐にわたりました。そして、最終日のラポールの  

祭典２０１６では、スタッフとして情報提供施設のブースに加わっていただ

きました。 

今後はさらにろう者と接する場を増やし、経験を重ね、地域で活躍できる  

手話通訳者になっていただきたいと思います。 

             【参加報告】 

平成２８年度 第３回 

関東ろうあ者相談員連絡会 

        横浜ラポール 字幕付き映画上映会 

「ひまわりと子犬の７日間」を開催しました 

実習生がやってきました！ 

 

【筆記通訳体験中＠ラポールの祭典】 

ら） 
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年末年始は多くの医療機関が休診となりますので、各区にある休日急患診療所をご利用ください。 

機関名 ＦＡＸ番号 対応時間 手話通訳 

横浜市消防局 １１９（横浜市内） 無休／２４時間 ○（申請時に通訳が必要と申し出てください。） 

神奈川県警察 ０１２０－１１０ 無休／２４時間 ○（申請時に通訳が必要と申し出てください。） 

救急医療情報センター ２１２－３８０８ 無休／２４時間 ×（ＴＥＬ、ＦＡＸの対応のみ） 

横浜市コールセンター ６６４－２８２８ 

callcenter@city.yokohama.jp 

無休／８時～２１時 ×（ＴＥＬ、ＦＡＸ、メールでの対応のみ） 

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

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

※１２月２８日（水）午後５時～１月４日（水）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。なお、横浜ラポールは全館１２月２８日（水）～１月４日（水）休館いたします。 

（９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 ２，６０６ ９７ ２，７０３ ２，３９５ 医 療 ４０ ８３ 

司 法 ２６ ３ ２９ ３４ 職 業 １５ １７ 

教育・保育 ４２８ ４６ ４７４ ５１６ 教 育 ２ ３ 

労働・雇用 ３５５ １０３ ４５８ ５０７ 住 宅 １８ ２８ 

社会生活 ５６３ ３５ ５９８ ５６９ 生 活 ８３ １２７ 

自己啓発 １１８ ４４ １６２ １６８ 福 祉 ８２ １２０ 

福祉推進 ４９６ ６７５ １，１７１ １，００９ 法 律 １６ ６０ 

相談員 ３ ０ ３ １０ 聞こえ ８ １４ 

合 計 ４，５９５ １，００３ ５，５９８ ５，２０８ 合 計 ２６４ ４５１ 

昨年同月 ４，３１２ ８９６ ５，２０８  昨年同月 ２２５ ３５９ 

■通訳者の現任研修 ■映像・字幕制作 

手話研修 回 数 ２０ 参加人数 ７０３ 
自主制作作品数 １７ 

筆記研修 回 数 １１ 参加人数 ２７２ 
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            聴覚障害者情報提供施設  

年末年始のお休みについて 

          年末年始の緊急時について 

９月 

8/27～9/4 実習生受け入れ 
４ ﾗﾎﾟｰﾙの祭典 

５ 手話 1年次研修 

７ 要約筆記者研修 

７ 非常勤手話採用予定者ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

９ 手話養成運営委員会（横聴協） 

10 手話課題別研修 

11 横聴協つどい式典登壇 

12 傾聴ﾎﾞﾗ団体講師対応 

12 非常勤手話通訳者会議 

13 関東ろうあ者相談員連絡会 

 

 

14 港町診療所訪問 

17 手話通訳養成状況見学 

21 区職員研修（鶴見区 1/2） 

26 市会特別委員会見学対応 

26 区職員研修（鶴見区 2/2） 

27 手話 2年次研修 

29 区職員研修（都筑区 1/2） 

29 さいたま市見学対応 

１０月 

３ 手話課題別研修 

５ 要約筆記者研修 

６ 区職員研修（都筑区 2/2） 

６ 要約統一試験説明会（東京） 

７ 区職員研修（中区 1/2） 

７ 手話養成運営委員会（横聴協） 

８ 全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会説明会・結団式 

 

12 遠隔通訳意見聴取会 

13 手話統一試験委員会（横聴協） 

14 上矢部高校講師対応 

15 手話課題別研修 

17 手話専門研修 

18 手話 3年次研修 

20 区職員研修（中区 2/2） 

20～25 全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会選手団随行（岩手） 

22 手話通訳者協会との懇談 

24 衛生委員会 

25 手話 2年次研修 

26 手話試験対策講師 

27 区職員研修（瀬谷区 1/2） 

28 鶴見区研修見学 

31  要約試験委員会（浜難聴） 

31 手話講師会（横聴協） 


