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平成２７年度全国聴覚障害者情報提供施設協議会総会及び 

第１１回施設大会が山口市で開催されます 

平成２７年度全国聴覚障害者情報提供施設協議会総会及

び第１１回施設大会が６月３日（水）～４日（木）の日程

で山口市湯田温泉「西の雅 常盤」で開催されます。この大

会は「全国の聴覚障害者情報提供施設の職員等が聴覚障害

者情報提供施設の事業運営並びに経営等に関する諸問題に

ついて、互いに研究・討議し、もって聴覚障害者福祉の向

上に寄与すること」を目的として開催され、全国から聴覚

障害者情報提供施設関係者が多数、参加されます。 

開催地の山口市は山口県のほぼ中央に位置し、豊かな自

然と歴史が共存する文化都市です。室町時代に大内弘世が

「京に憧れ、京の都に模した街づくり」をするために、こ

こ山口市に大内氏の本拠地を移したことから「西の京」と

呼ばれております。幕末には藩庁が萩から移され、明治維

新の中心的役割を果たしました。平成３０年は、明治元年から数えて１５０年の節目にあ

たります。 

１月から放送されているＮＨＫ大河ドラマ「花燃ゆ」の主人公は幕末の思想家「吉田松

陰」の妹「文」ですが、ろう者であった弟の「敏三郎」についても描かれており、手話の

ない時代のコミュニケーションのあり様を垣間見ることができます。 

また、その昔、白狐が傷を癒すため足をつけていた池か

ら温泉が湧き出したという伝説のある湯田温泉には、維新

の志士たちも訪れており、その泉質はアルカリ性の単純温

泉で、無味無臭、肌によく馴染むやわらかい湯が特徴で別

名「美肌の湯」とも呼ばれています。「花燃ゆ」関連地域の

萩市や防府市は、山口市から車で３０～４０分の所に位置

しています。これを機会に是非山口にお越しください。 

瑠璃光寺五重塔 

白狐と足湯 

一の坂川 



 

○第４回設置手話通訳者研修会を開催しました 

平成２６年度年度第４回目の設置手話通訳者研修を、平成２７年２月１７日（火）に開

催しました。 
 臨床心理士の堀江秀紀氏を講師にお招きし、午前は「設置通訳者のメンタルヘルス」に

ついてご講義いただき、午後は、希望者による堀江先生との個別面談を行いました。 

○コーディネーター研修会を開催しました 

平成２７年２月２４日に、今年度２回目のコーディネーター研修会を開催しました。 
 午前は、「手話通訳者の健康問題の現状と予防対策－頸肩腕障害を理解する為に－」とい

うテーマで、滋賀医科大学社会医学講座衛生学部門准教授の垰田和史氏から頸肩腕障害に

ついてご講義いただきました。 
 午後は、「けいわんになってわかったこと－健康障害の要因と対策について－」というテ

ーマで、一般社団法人全国手話通訳問題研究会健康対策部の富永君代氏からご講義いただ

きました。 

○合同避難訓練に参加しました 

 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（水）に実施され、

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。 

当センターでは、今回が水曜日で休館日のため、所長が出勤し、緊急連絡網による通報

訓練を実施しました。 

今回は、地震発生に伴い、津波の警報を受け、高齢者・負傷者を他施設の者と協力しな

がらセミナーパーク第５駐車場へ避難しました。意義のある合同避難訓練であり、今後も

引き続き、５施設による訓練を継続する予定です。 

○平成２６年度第３回山口県要約筆記者現任研修会を実施しました 

 ３月２２日（日）に当センターで山口県要約筆記者証所持のパソコン資格者を対象とし

た第３回山口県要約筆記者現任研修会を開催し、延べ２２人が参加しました。講演会を模

擬現場の実技を行い、グループワーク討議による要約技術の検証を行いました。参加者か

ら「自分達で検証する場が持てて良かった。」「実技時間が多く良い研修でした」等の感想

がありました。 
 意思疎通支援事業の担い手である要約筆記者として、通訳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２７年３月２８日（土）・２９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。 
 今回は、改訂テキスト編集委員の高井恵美氏を講師にお招きし、「入門における指導案の

作成や指導のポイント」「指導における留意点について」「基礎の指導について」「ＤＶＤ教

材の活用について」等についてご講義いただきました。 
 また、模擬講座後には、より良い講座となるためのアドバイスをいただきました。 
 参加者からは、「いろいろ参考になった。来年度も現任研修会を実施して欲しい。」との

感想をいただきました。 

行 事 報 告 



山口県手話通訳者・要約筆記者登録試験（全国統一）合格発表 

 平成２６年１２月６日（土）に実施された「山口県手話通訳者登録（全国統一）試験」

では、末岡倫子さんが合格されました。また、平成２７年２月２２日に実施された「山

口県要約筆記者登録（全国統一）試験」では、岩﨑信代さん、貴船直美さんが合格され

ました。意思疎通支援者である手話通訳者及び要約筆記者となられた皆さんに心からの

拍手を送りたいと思います。さらに研鑽を積まれ、各所で活躍されるよう期待していま

す。以下は、１名の方から届いた喜びのコメントです。 

筆記試験の難しさに意気消沈しておりましたところ、合格通知を頂き、大喜びいたしま

した。社会福祉に携わる者としての自覚を持ち、一生勉強の心得で、日々学んで参りま

す。講師の方々に感謝申し上げます。（岩﨑信代） 

 

意思疎通支援者養成事業が始まります！ 

受講者を募集します！ 

開催場所は、山口県聴覚障害者情報センターの予定です。 

１．盲ろう者通訳・介助員養成講習会（初級） 

（１）開催期間：平成２７年６月１４日（日）～９月２７日（日）全９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２７年４月２０日（月）～５月２０日（水）必着 

２．手話通訳者養成講座（手話通訳Ⅱ） 

（１）開催期間：平成２７年５月２４日（日）～８月３０日（日）全１０回 

（２）受講対象：山口県に在住の手話通訳者養成講座「手話通訳Ⅰ」を修了した者。 

（３）募集期間：平成２７年４月１４日（火）～５月７日（木） 

３．要約筆記者養成講座（手書き・パソコン） 

（１）開催期間：平成２７年６月２０日（土）～１２月１９日（土）全２３回 

（２）受講対象：山口県に在住の全講座の受講が可能な者 

（３）募集期間：平成２７年４月６日（月）～６月８日（月） 

４．手話通訳者養成講座（手話通訳Ⅰ） 

（１）開催時期：平成２７年９月６日（日）～平成２８年１月１７日（日）全１０回 

（２）受講対象：山口県に在住の手話奉仕員養成講座を修了した者 

（３）募集期間：平成２７年６月１１日（木）～８月４日（火） 

※あくまで予定ですので、変更の際は、ご了承下さい。 

 



（社福）山口県聴覚障害者福祉協会より 

平成２７年度基本方針等が決まりました！ 

 平成２７年３月１５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２６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２７年度事業計画と予算、役員等の任期満了に伴う改選、法人諸規程の一部

改正等についての審議が行われ、承認されました。 

▼基本方針について 

法人の目的である「主体者である『聴覚障害者』の自立した生活が地域社会において営

むことができる支援」の実現に向けて、法人役員・評議員と職員が一体となった支援体制

の整備・充実を図り、目的の実現を目指すこととしました。平成２７年度重点項目として、

①法人業務を円滑に推進するための「総務・業務委員会」を設置して、「法人経営の基本及

び事業等の方策について」の検討。②当センターの指定管理指名（３期目）に向けて問題

点の整理・改善を行い、単独指名されるように努める。③支援団体等との連携を図ると共

に、鋳銭司自治会・山口南総合支援学校・計量測定所・梅光苑等及び関係行政機関との協

力体制の確立を図ることに努める。④地域、若者等からの情報収集や支援・普及活動を推

進するために、地域の民生・児童委員との連携を図ると共に、若者とのコラボを通して、

ボランティアの養成等に努める。などです。 

▼役員等の任期満了に伴う改選について 

平成２７年３月３１日付けの任期満了に伴い、平成２７・２８年度の任期期間の役員等

の改選が行われました。また、厚生労働省が設置した社会保障審議会福祉部会報告書（平

成２７年２月１２日付け）では、社会福祉法人制度改革についての見直しがなされたとの

報告がありました。 

▼法人諸規程の一部改正について 

身体障害者社会参加支援施設条例が改正されたに伴い、「組織管理規程」及び「情報セン

ター管理規程」の一部を平成２５年４月１日付けで遡及適用しました。また、平成２７年

４月１日に車賃を１５円から２０円に改定されたに伴い、「旅費規則」「役員等費用弁償規

程」「職員就業規則」の一部を改正しました。 

電話お願い手帳及び 

 

平成２７年２月１６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１，７００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。 

ファクシミリ送信用紙をいただきました 



字幕ビデオライブラリーだより 
平成２７年４月２日に新しい字幕付ＤＶＤが入荷しました。 
利用区分 分類番号 番 組 名 

A-3  くまもと聴障ビデオマガジン「みるっく」２０１５年３月号～４月号 

B-3 CB2014-009 ＴＨＥ世界遺産 知られざる天才の傑作 カタルーニャ音楽堂とサンパウ病院(スペイン) 

B-3 CB2014-010 ＴＨＥ世界遺産 富士山―信仰の対象と芸術の源泉Ⅰ～Ⅱ（日本） 

A-3 EA2014-007 見直そう わたしたちのくらし 地球温暖化防止に向けた取組、始まっています 

A-3 FD2014-025 Ｇｉｖｅ ａｎｄ Ｇｏ 

B-3 
HA2014-002 

～005 

きょうの健康 正しく向き合う認知症シリーズ 

①早めの受診がかぎ     ②進行を遅らせる治療 

③周囲と一緒に生活を維持  ④介護の負担を減らすために 

A-3 XE2014-001 大学を目指すあなたへ～大学選びのポイント～ 

A-3 
ZF2014-007 

～013 

ＮＨＫみんなの手話シリーズ 

第７回  時間の表現     第８回 現在／過去／未来の表現 

第９回  動きを表す表現   第１０回 食べ物／味覚の表現 

第１１回 形容の表現     第１２回 気持ちの表現 

第１３回 思考に関する表現 

日本語字幕付き映画上映のお知らせ 

映画 暗殺教室 

日：平成２７年４月１５日（水）～１８日（土） 

会場：イオンシネマ防府（防府市中央町１－３イオン防府店２Ｆ） 

ＦＡＸ０８３５－２２－９０６７ ＴＥＬ０８３５－２２－９０６６ 

エイプリルフールズ 

日：平成２７年４月１９日（日）～２２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 

映画 クレヨンしんちゃん オラの引越物語 サボテンの大襲撃 

日：平成２７年５月５日（火・祝）～７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 

名探偵コナン 業火の向日葵 

日：平成２７年５月１７日（日）～２０日（水） 

会場：イオンシネマ防府（防府市中央町１－３イオン防府店２Ｆ） 

ＦＡＸ０８３５－２２－９０６７ ＴＥＬ０８３５－２２－９０６６ 
※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。 



４・５・６月のセンター・法人主催行事予定 
４月２５日（土） 手話通訳者登録（全国統一）試験フォローアップ講座 

５月１２日（火） 設置通訳者研修会① 

１７日（日） 〈法人主催〉平成２７年度第１回法人理事会・評議員会 

２２日（金） コーディネーター研修会① 

２３日（土） 〈法人主催〉法人登録者合同研修・登録説明会 

２４日（日） 手話通訳者養成講座・手話通訳Ⅱ① 

３０日（土） 要約筆記者養成講座担当講師現任研修会① 

３１日（日） 
手話通訳者養成講座・手話通訳Ⅱ② 

要約筆記者養成講座担当講師現任研修会②（秋穂地域交流センター） 

６月 ３日（水） 

   ４日（木） 

〈当センター主管〉平成２７年度全国聴覚障害者情報提供施設協議会

総会及び第１１回施設大会（西の雅 常盤） 

７日（日） 手話通訳者養成講座・手話通訳Ⅱ③ 

１４日（日） 盲ろう者通訳・介助員養成講習会① 

２０日（土） 要約筆記者養成講座①・共通① 

２７日（土） 要約筆記者養成講座②・共通② 

２８日（日） 
手話通訳者養成講座・手話通訳Ⅱ④ 

盲ろう者通訳・介助員養成講習会② 

 

後援会から寄付をいただきました！ 

 平成２７年４月１２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、１１０万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 

各種データ 
 １月 ２月 ３月 合 計 

利 用 者 数 ２９１人 ５５０人 ３４６人 １，１８７人 

ビデオライブラリー ６本 ５本 ５本 １６本 

手話通訳派遣者数 １６人 ２３人 ４０人 ７９人 

要約筆記派遣者数 １９人 １９人 ２５人 ６３人 

 


