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中国・四国ブロックビデオ制作担当職員研修会報告 
２月２７日（木）～２８日（金）の２日間、全

国聴覚障害者情報提供施設協議会中国・四国ブロ

ック主催のビデオ制作担当者研修会が、岡山県聴

覚障害者センターで行われました。中国・四国ブ

ロックの６施設７名が参加しました。 

１日目は、全国聴覚障害者情報提供施設協議会

情報メディアに関する専門委員会委員長の小竹安

治氏を講師として、ハイビジョンカメラの基本的な操作方法や編集ソフトの基本操作等の

技術研修を学びました。２日目は、各施設の現状報告や意見交換を行いました。 
今回の研修会でも各施設の取り組みや制作の様子を知ることができて、とても刺激を受

けました。２日間で学んだことを、今後の映像制作にも生かしていきたいと思います。 
 

合同避難訓練（３・１１）に参加しました 

 山口南総合支援学校による「地震・津波の避難訓練」が３月１１日（火）に開催され、

当センター、山口南総合支援学校、梅光苑、支援学校寄宿舎、計量検定所による合同避難

訓練として行われました。 

１０時に地震が発生したとの連絡を受け、館内案内（誘導）及び在室者の有無を確認し

たのちに職員は、山口南総合支援学校の運動場南東側の砂場前まで避難しました。そして、

１０分後、津波が発生したとの警報を受けて、セミナーパー

ク第５駐車場へ他施設の者と協力しながら避難しました。管

轄の消防署からの講評があり、終了しました。初めての試み

であり、大変意義のある合同避難訓練でした。今後、引き続

き、５施設による訓練を継続する予定です。「地震はいつ起き

るか分かりません。職員、利用される方も含め、日頃の避難

訓練を積み、身体で覚えておくが大事だと思いました。」 



 

○設置通訳者研修会を開催しました 

 平成２５年度年度第４回目の設置手話通訳者研修を、平成２６年２月１８日（火）に開

催しました。 
 午前は、全国手話通訳問題研究会討論集会の参加者から、各分科会で討議された内容を

報告していただき、午後は、事例検討を行いました。 

○手話通訳者養成担当講師現任研修会を開催しました 

 平成２６年２月２２日（土）・２３日（日）に、手話通訳者養成講座担当講師現任研修

会を開催しました。 
 今回も、坂井田美代子氏を講師として、新テキストによる指導の概要や、要約の指導に

ついて講義を受けた後、要約の指導についての模擬講座を実施しました。 
 今回もモニター生の協力により、意義深い研修となりました。 

○要約筆記者現任研修会を開催しました 

 ３月２２日（土）及び２３日（日）に山口県要約筆記者証所持者を対象に山口市秋穂地

域交流センターで要約筆記者現任研修会を開催し、延べ３７人が参加しました。 
 ２２日は、東京都在住の非営利活動法人全国要約筆記問題研究会の小森紀子氏をお迎え

し、手書きノートテイクを中心に要約筆記者のあり方から考える場面対応・利用者へのニ

ーズへの対応の講義及び手書きノートテイク実技を行いました。 
 ２３日は、パソコンを中心に連係入力のコツ、前ロール作成、連係入力の検証、演習（講

演会）を実施しました。 
 意思疎通支援事業の担い手である要約筆記者として、要約筆記に必要な知識及び技術を

再確認できた現任研修会でした。 

○〈法人事業〉手話奉仕員養成講座担当講師現任研修会を実施しました 

 平成２６年３月２９日（土）・３０日（日）に、各市町で手話奉仕員養成講座を担当して

いる人を対象とした、手話奉仕員養成講座担当講師現任研修会を開催しました。 
 今年度初めて法人事業として取り組みましたが、多くの方の参加があり、「モニター生の

忌憚のない意見が大変参考になった。」「各地域の指導方法を見てみたい。」「模擬講座・モ

デル講座が参考になった。」「今後も継続して開催して欲しい。」等々のご意見をいただきま

した。 
 今後も継続できるよう、検討したいと思います。 
 モニター生として参加いただいた方からも、「良い勉強になった。」との感想をいただき

ました。モニター生としてご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。 
 
 第２５回手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験）に、山口県から３名の方が合格され

ました。今後の更なるご活躍を期待しています。 

行 事 報 告 



各種養成事業が始まります！受講者を募集します！ 

１．盲ろう者通訳・介助員養成講習会 

（１）開催期間：平成２６年６月１日（日）～９月２８日（日）全８回 

（２）受講対象：山口県に在住の全講座の受講が可能な者（障害の有無は問わない） 

（３）募集期間：平成２６年４月２８日（月）～５月２０日（火）必着 

２．手話通訳者養成講座（応用・実践課程） 

（１）開催期間：平成２６年６月１日（日）～９月２１日（日）全１３回 

（２）受講対象：山口県に在住の手話通訳者養成講座「基本課程」を修了した者 

（３）募集期間：平成２６年４月２４日（木）～５月１５日（木） 

３．要約筆記者養成ステップアップ研修会 

（１）開催期間：平成２６年６月８日（日）～８月３日（日）全８回 

（２）受講対象：山口県に在住の要約筆記奉仕員証所持者 

（３）募集期間：平成２６年４月２１日（月）～５月２７日（火） 

４．要約筆記者養成講座（後期） 

（１）開催期間：平成２６年９月２７日（土）～１１月２９日（土）全９回 

（２）受講対象：山口県に在住の要約筆記者養成講座「前期課程」を修了した者 

（３）募集期間：平成２６年８月１８日（月）～９月１６日（火） 

５．手話通訳者養成講座手話通訳Ⅰ 

（１）開催時期：平成２６年９月２８日（日）～１月２５日（日）全１０回 

（２）受講対象：山口県に在住の手話奉仕員証所持者のうち、手話を駆使して地域の聴覚

障害者と日常会話が可能な者 

（３）募集期間：平成２６年７月３日（木）～９月４日（木） 

※開催場所は、受講者にお知らせします。予定ですので、変更の際は、ご了承下さい。 

 

 ２０１３年１２月４日、国連の障害者権利条約の締結を国会が承認し、日本は 

２０１４年１月２０日に障害者権利条約を批准し、締結国となりました。（条約の締結国

は日本で１４０か国目） 

 障害者権利条約とは、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の権利を

実現することを定めた条約です。条約を批准すると、その国は条約の内容に拘束され、

履行義務を負います。 

 国連が２００６年１２月１３日に障害者権利条約を採択し、２００７年９月２８日に

日本が条約に署名しました。批准に向けて国内の法整備が進められました。 

 その後、２０１１年８月５日に改正障害者基本法を公布、２０１３年４月１日に障害

者総合支援法を施行、２０１３年６月９日に障害者差別解消法（２０１６年４月１日施

行）が成立と国内の法が整備され、批准にすることになりました。 

 条約締結により障害者の権利の保障が確実なものになっていくでしょう。 



日本語字幕付き映画上映のお知らせ 

チーム・バチスタＦＩＮＡＬケルベロスの肖像 

日：平成２６年４月２３日（水）～２６日（土） 

会場：ＭＯＶＩＸ周南（下松市中央町２１－３ザ・モール周南内） 

ＦＡＸ０８３３－４５－２６０５ ＴＥＬ０８３３－４５－２６００ 

映画クレヨンしんちゃんガチンコ！逆襲のロボとーちゃん 

日：平成２６年５月６日（火）～８日（木） 

会場：宇部シネマスクア７（宇部市明神町３－１－１フジグラン宇部２Ｆ） 

ＦＡＸ０８３６－３７－２５２８２ ＴＥＬ０８３６－３７－２５２５ 

クローズＥＸＰＬＯＤＥ 

日：平成２６年５月７日（水）～１０日（土） 

会場：イオンシネマ防府（防府市中央町１－３防府店２Ｆ） 

ＦＡＸ０８３６－２２－９０６７ ＴＥＬ０８３５－２２－９０６６ 

名探偵コナン～異次元の狙撃手 

日：平成２６年５月１１日（日）～１４日（水） 

会場：ＭＯＶＩＸ周南（下松市中央町２１－３ザ・モール周南内） 

ＦＡＸ０８３３－４５－２６０５ ＴＥＬ０８３３－４５－２６００ 
※上映時間については、別途、各関係団体等にお知らせします。 

 

 スマートテレビを通じた多言語字幕の実現や字幕付きのＣＭの普及に向けて、総務省は

「スマートテレビ時代における字幕等の在り方に関する検討会」を立ち上げました。すで

に本年１月３０日から半年間の予定で会議が開かれています。聴覚障害者や聞こえにくい

高齢者のために字幕付きＣＭを普及させるために技術面・運用面の課題や具体的方策等が

検討されています。 

 字幕付きＣＭは、現在、数社がトライアルとして、放送していますが、今後は、もっと

字幕付きＣＭが増えることを期待しています。 

 現時点で、確認できたのは下記のとおりです。 

スポンサー名 放送局 番組名 曜 日 時 間 

花  王 テレビ山口  ＴＹＳ ３ エースタジオ 毎週金曜日 23：00～23：30 

キャノン 山口朝日放送 ＹＡＢ ５ 奇跡の地球物語 毎週日曜日 18：30～18：56 

ライオン テレビ西日本 ＴＮＣ ８ ごきげんよう 月～金曜日 13：00～13：30 

（変更の際は、ご容赦下さい） 



字幕ビデオライブラリーだより 
平成２６年４月１日に新しい字幕付ＤＶＤが入荷しました。 
媒体 利用区分 分類番号 番 組 名 

DVD B-3 CB2013-013 前川清の笑顔まんてんタビ好き＃４５ 福岡・北九州市合馬 

DVD B-3 CB2013-014 前川清の笑顔まんてんタビ好き＃５１ 福岡・柳川市 

DVD A-3 DD2013-019 
プロフェッショナル 仕事の流儀 

希望のリハビリ、ともに闘い抜くリハビリ医 酒向正春 

DVD B-3 FD2013-015 花のお江戸の釣りバカ日誌 

DVD B-3 FD2013-016 眠狂四郎 殺法帖 

DVD B-3 

HA2013-013 

HA2013-014 

HA2013-015 

きょうの健康 うつ病 あなたに合った治療法 

①軽症なら薬はより慎重に  ②高齢者もあきらめないで 

③現代型どう向き合う？ 

DVD B-3 

HA2013-016 

HA2013-017 

HA2013-018 

HA2013-019 

きょうの健康 今度こそ痛み解消！ひざ徹底治療 

①ひざが痛みだしたら  ②びっくり！運動の効果 

③しつこい痛みも薬で解決  ④自分にあった手術で快適生活 

DVD A-3 XD2013-001 東日本大震災～被災聴覚障害者支援（岩手・宮城・福島）～ 

DVD A-3  くまもと聴障ビデオマガジン「みるっく」２０１４年３月号～４月号 

 
（社福）山口県聴覚障害者福祉協会より 

平成２６年度事業計画等が決まりました！ 

 平成２６年３月１６日（日）、当センターにおいて、（社福）山口県聴覚障害者福祉協会

の平成２５年度第２回評議員会（午前）、第２回理事会（午後）が開催されました。 

 なお、平成２６年度事業計画と予算等についての審議が行われ、承認されました。 

▼社会福祉法人新会計基準へ移行 

 平成２５年度まで一般会計「法人・施設・受託会計」、特別会計「公益会計」でしたが、

平成２６年度から社会福祉事業「法人本部・情報提供施設・県受託事業」、公益事業「就労

支援（ジョブコーチ）・地域支援活動（通訳派遣等）」に区分されます。 

▼県からの受託事業（障害者いきいきサポート事業） 

 ○意思疎通支援者養成研修事業（手話通訳者養成研修事業、要約筆記者養成研修事業、

盲ろう者通訳・介助員養成事業） 

○意思疎通支援者指導者養成研修事業（手話通訳者指導者養成研修、要約筆記者指導者

養成研修、盲ろう者通訳・介助員指導者養成研修） 

○意思疎通支援者派遣等事業（意思疎通支援者コーディネーター研修、意思疎通支援者

の派遣及び連絡調整） 



４・５・６月のセンター・法人主催行事予定 
５月１３日（火） 設置通訳者研修会① 

１７日（土） 手話通訳者・要約筆記者登録説明会 

１８日（日） 平成２６年度第１回法人理事会・評議員会 

６月 １日（日） 手話通訳者養成講座応用①、盲ろう者通訳・介助員養成講座① 

８日（日） 
手話通訳者養成講座応用②、盲ろう者通訳・介助員養成講座② 

要約筆記者養成ステップアップ研修会①（秋穂地域交流センター） 

１５日（日） 
手話通訳者養成講座応用③ 

要約筆記者養成ステップアップ研修会②（秋穂地域交流センター） 

２９日（日） 
手話通訳者養成講座応用④、盲ろう者通訳・介助員養成講座③ 

要約筆記者養成ステップアップ研修会③（秋穂地域交流センター） 

 

後援会から寄付をいただきました！ 

 平成２６年４月１３日、当センターにおいて、（社福）山口県聴覚障

害者福祉協会後援会の総会が開催され、１００万円の寄付をいただき

ました。有効に活用させていただきます。紙面をお借りし、お礼を申

し上げます。今後ともご支援、ご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
（社福）山口県聴覚障害者福祉協会 

電話お願い手帳及び 

 

平成２６年２月１７日（月）、ＮＴＴ西日本（西日本電信

株式会社）から電話お願い手帳１，０４０部、ファクシミ

リ送信用紙１，８４０部いただきました。必要な方は、当

センターへ遠慮なくご連絡下さい。 

各種データ 
 １月 ２月 ３月 合 計 

利 用 者 数 ２１３人 ４４９人 ３６１人 １，０２３人 

ビデオライブラリー １７本 ５本 ２本 ２４本 

手話通訳派遣者数 １８人 １９人 ２６人 ６３人 

要約筆記派遣者数 １０人 ２０人 ２１人 ５１人 

※手話通訳及び要約筆記派遣者数は、福祉協会から派遣（斡旋含む）した数字です。 

ファクシミリ送信用紙をいただきました 


