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新年のご挨拶 
新年あけましておめでとうございます。 

緊急事態宣言で始まった 2021年。この一年も聴覚障害者情報提供施設事業の実施に協力くださった皆さ

まに心より感謝申し上げます。 

この文を書いている本日現在（12月中旬）、「オミクロン株」拡大の心配はありますが、国内の感染者数は低

く抑えられています。通訳派遣のご利用も、手話通訳者は令和元年度と同程度の派遣数となり、要約筆記も昨

年度比で 2倍程度の数に戻っています。ただ、ニュースで報じられている諸外国の状況を見ると、まだまだ油

断はできません。今の状態を少しでも長く続けられるように、基本的な対策を継続するしかありませんね。また

最近、神奈川を含む全国各地で地震が頻発していることも気になります。コロナに追われて忘れがちだった災

害時の備えを、もう一度確認しましょう。 

今年も引き続き利用者、通訳者、職員の安全を第一とし、安心してサービスをご利用いただけるよう努めて

まいります。情提事業に関しお気づきのことがありましたら、いつでも遠慮なくお知らせください。皆さまにと

って少しでも明るい一年となりますよう、今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

出前講座を実施しました 

横浜市内の民生委員・児童委員を対象に、聴覚障害者に対

する理解を深めていただくことを目的とした「出前講座」を実

施しています。 

１１月１７日(水)蒔田地区民生委員児童委員協議会、１１月２

４日(水)中区第四北部地区民生委員、第二地区民生委員、１２

月９日(木)保土ヶ谷区民会議福祉分科会に当施設職員が出

向き「聞こえないってどんなこと？～聴覚障害者と対応する

時の方法～」をテーマに講演を行いました。 

利用者の特性にあわせた対応方法や、高齢のため耳が遠い

方の対応時のポイント、コミュニケーション方法について等、

映像を紹介しながら講義を行いました。 

最後の質疑応答では、参加者のみなさんが日ごろの活動で経験した聴覚障害者対応に関わる質問が多数あ

り、有意義な時間を過ごしました。  

「出前講座」に興味のある方は、普及・啓発事業担当の金子・伏原までお問い合わせください。 
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非常勤手話通訳者専門研修 

「翻訳技術～日本語から日本手話～」 
１１月８日（月）ラポールボックスにて非常勤通訳者を対象に今年度２回目の専門研修を行いました。今回は国

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教官の木村晴美氏をお招きし、標記テーマで実技を中

心に研修を行いました。課題文を手話で表現した動画をスクリーンに映し、講師より一人ひとりに翻訳のポイン

トを丁寧にご指導いただき、日本手話への翻訳技術の視点を学ぶことができました。 

手話通訳者全体研修「手話通訳者に望むこと」 
１１月２０日（土）早瀨憲太郎氏を講師に、標記テーマでオンライン研修を実施

し、手話通訳者１０３人が参加しました。 

講師は横浜市聴覚障害者協会副理事長の他、映画監督、自転車競技など幅広

く活躍されており、多くの通訳者と会っています。その時のエピソードから、通

訳時の注意点についてお話しいただきました。読み取り通訳を信頼している時

は、通訳の存在を気にせず講演ができることや、通訳の交代がスムーズでない

と、その部分の情報が落ちていないか心配になることなど、利用者視点での意

見を聞くことができました。最後に、手話通訳は手話と日本語間の通訳である以上、日本語力も重要であると

いうお話がありました。自分の通訳や振る舞いを振り返る、貴重な機会になりました。 

 

要約筆記者現任研修「要約筆記者のための日本語」 
１２月１１日（土）長崎短期大学の小嶋栄子教授を講師にオンラインにて研修を

実施しました。要約筆記者にとって大切な道具ともいうべき日本語の基礎知識や

特徴について、古文や外国語との比較や、体験談を例にとりながらお話しいただ

きました。また、話者の意図はどのような文法に表されるのか、要約筆記者の養

成や研修にも関わられてきた経験から具体的にお話しいただきあっという間の

2時間となりました。 

以下、参加者からの感想を一部ご紹介します。 

「些細な日常の会話すら複雑な文法に則っていることを改めて感じました。」 

「要約筆記をする上での副詞や接続詞への扱いに初めて納得が出来ました。」 

 

          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 10日（水）、標記研修会がオンラインにて開催され、当施設職員が参加しました。最初の講義は、慶應

義塾大学の川森教授から「障害者の情報アクセシビリティについて」でした。コロナ禍を発端に、急速にデジタ

ル化やオンライン化が進んでおり、電話リレーサービスや遠隔手話通訳の必要性や課題についてお話がありま

した。 その後、字幕付きＣＭ普及推進協議会の代表者からのお話は、秒数や文字数などの制約がある中でも、

工夫次第で伝わりやすい文字表現ができることの提示があり、大変参考になりました。 

今回はオンラインでしたが、新しい知識や情報を得ることができ、貴重な経験となりました。今後の映像制作

業務に活かしていきたいと思います。 
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      ろうあ者相談員研修会に参加しました 
 

関東ろうあ者相談員研修会 

 11月 5日（金）第 3回関東ろうあ者相談員連絡会がオンラインで開催されました。今回は当施設がホストと

なり、25人の参加がありました。当施設からは 3人が参加しました。群馬大学共同教育学部助教甲斐更紗氏

を講師に、「聴覚障害者のメンタルヘルス」をテーマに講演とグループワークを行いました。相談員は専門家と

して押し付けるのではなく、相談者とは対等の立場を意識するなどのお話を伺い、本講演は当施設の相談業務

を行う上で大変参考になりました。今後の連絡会は紙面にて報告します。 

全国ろうあ者相談員研修会 

１１月２０日（土）２年ぶりに第 34 回全国ろうあ者相談員研修会・第 25 回全国職業安定所手話協力員等研

修会兼ろうあ者労働問題フォーラムがオンラインで開催され、当施設から職員３人が参加しました。 

厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課長小野寺徳子氏より「障害者雇用対策について」、同省社会援護局

障害福祉課長津曲智一氏より「障害保健福祉施策の動向」と題して、障害者雇用・福祉施策の連携強化や障害

者総合支援法等の見直しなどについての講演があり、ほか事例報告が２題ありました。 

オンラインでの開催でしたが、新しい情報を学ぶことができ、有意義な研修となりました。 

     高齢聴覚障害者対象の健康学習会を行いました 

10月１５日（金）１１月１９日（金）の２日間、ラポール上大岡で６５歳以上の方を対象に健康学習会を開催 

し、累計 15人の参加がありました。 

野菜やお肉、魚などバランスの良い食事の大切さ、食事と血圧と病気との

関係について、栄養士からお話を聞きました。 

後半は、スポーツ指導員から、自宅でできる体操やストレッチを教えてもら

い、当施設職員も一緒に取り組みましたが、参加されていた高齢者の体力に

驚かされました。来年度も開催を予定しています。日程が決まったらお知ら

せします。 

浜の会の茶話会に参加しました 

１２月 6日（月）浜の会の茶話会（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）が横浜市

西区福祉保健活動拠点フクシアで行われ、職員２人が参加しま

した。冷え込みが厳しい日でしたが、スタッフも含めて約 13人 

の参加がありました。お正月のおせち料理や自分の得意料理に

ついて話すなど、和気あいあいとした和やかな会でした。当施設からは、年末年始の通訳派遣に関する諸注意

や、救急事案が発生した際の対応についての説明を行いました。 

 聞こえと補聴器の講座に講師派遣しました 

 講座「聞こえと補聴器」（横浜市障害者社会参加推進センター、横浜市中途失聴・難聴者協会、横浜市健康福祉

局主催）が開催され、１１月１４日（日）には相談担当職員から福祉制度や当施設の役割について説明しました。 

要約筆記者派遣制度については、実際の利用の様子がイメージできるよう、動画を使いながら紹介しました。 

また横浜市リハビリテーションセンターの言語聴覚士と連携し、ご本人やご家族に対して補聴器装用のため

の助言や調整、情報提供等を行っている「聞こえの相談事業」についても紹介しました。この講座を通して多く

の方に本事業について知っていただき、聞こえないことによる不安や不便の解消につながればと思います。 
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（１１月末までの累計） 

電話リレーサービス説明会開催のお知らせ 

日時と場所：令和４年２月１３日(日) 横浜ラポール 2階 ラポールボックス 

参加対象：神奈川県内の聴覚障害者(聴覚障害者団体非会員も参加できます) 

 午前の部（10時～12時）受付 9時半～ 午後の部（2時～4時）受付 1時半～ 

対象 初めての方向け（まだ利用していない方） 利用者向け（利用登録済みの方） 

 

電話リレーサービス学習会（2月 13日）申込書 ※2月 4日(金)〆切 

参加希望 ・午前の部   ・午後の部    （どちらかに〇）    

お名前 在住市町                  市 ・ 町 

連絡先 FAX メール 

希望欄 ・登録のお手伝い希望     ・要約筆記希望 

申込先：FAX ０４６６－２６－５４５４  メール kanagawa.f.deaf@gmail.com

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月  

5 関東ろうあ者相談員連絡会（オンライン） 

6 手話課題別研修 

8 非常勤手話通訳者専門研修 

9 全館電気点検日 

１０ 全聴情協メディア担当者研修会（オンライン）  

１３ 手話課題別研修 

１３ 県ろう者大会（戸塚公会堂）  

１４ 聞こえと補聴器の講座 

１４ 手話通訳養成Ⅲ実習（横聴協） 

1６ 手話２年次研修 

1６ 手話ブラッシュアップ講座 

1６ 防災訓練 

１７ 市監査課監査 

17 出前講座（蒔田地区民生委員児童委員協議会） 

1８ 田尻苑職員様視察対応 

1９ 聴覚障害者対象健康講座 

２０ 手話全体研修 

2０ 全国ろうあ者相談員研修（オンライン） 

2１ 手話通訳養成Ⅲ実習（横聴協） 

2１ 手話運営委員会（横聴協） 

2２ 衛生委員会 

2４ 出前講座（中区第四北部地区民生委員、 

第二地区民生委員） 

2５ 手話登録試験委員会（横聴協） 

３０ 聞こえの相談事業打合せ 

12月  

１ 主管課定例会議 

３ 手話登録試験準備（横聴協） 

４ 手話登録試験（横聴協） 

６ 浜の会茶話会（神奈川ろうヘルパー連絡会 

かもめの会） 

7～8 手話ブラッシュアップ講座振返り（オンライン） 

９ 要筆現任研修（オンライン） 

９ 出前講座（保土ヶ谷区民会議福祉分科会） 

１０～１２ 手話登録審査会 

１１ 要筆現任研（PC・手書き合同） 

１３ 横浜市立ろう特別支援学校訪問 

13 非常勤手話通訳者業務調整会議 

1４ ラポール運営委員会（上大岡） 

1４ 機器点検日 

1４ ラポール職員研修 

1５ 県聴障センター視察 

２０ 衛生委員会 

２１ 出前講座（篠原地区民生児童委員協議会）

■通訳者の派遣・紹介人数 ■聴覚障害者の相談 

内 容 手話通訳 要約筆記 合 計 昨年同月 相談事業 実件数 対応数 

医療・保健 ４，１５６ ５６ ４，２１２ ３，５４３ 医 療 １８８ ３４６ 

司 法 １５ ２５ ４０ ４ 職 業 ２５ ４８ 

教育・保育 ３２８ ４ ３３２ ２５６ 教 育 ０ ０ 

労働・雇用 ３６８ ３６ ４０４ １１４ 住 宅 １５ ３１ 

社会生活 １，１８５ ２０ １，２０５ １，０５３ 生 活 １５５ ２５６ 

自己啓発 ８６ ７ ９３ ５４ 福 祉 １２３ ２７６ 

福祉推進 ５４８ ６１９ １，１６７ ４８７ 法 律 ２５ ４８ 

介護保険 ２８１ １ ２８２ （相談員）４ 聞こえ ３ ４ 

他都市 ３９ ３ ４２ ２ 合 計 ５３４ １，００９ 

合 計 ７，００６ ７７１ ７，７７７ ５，５１７ 昨年同月 ４４７ ８３４ 

昨年同月 ５，１１８ ３２９ ５，５１７      

■通訳者の現任研修 ■映像・字幕制作 

手 話 回 数 ２９ 参加人数 ８８０ 
自主制作作品数 ５６ 

要約筆記 回 数 ２４ 参加人数 ４４７ 
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