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山口県手話通訳者・要約筆記者登録（全国統一）試験合格者発表 

 平成２９年１２月２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、小林五月さん、古屋敦子さん、村上美保さん、山口美香さん、他１名が合格されま

した。また、平成３０年２月１８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、川中靖子さん、正司浩美さん、竹下真紀さん、他３名が合格されました。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お送りします。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、５名の方から届いた喜びのコメン

トです。 
お世話になった皆様に心より感謝申し上げ

ます。知識も技術もまだまだですが、頑張っ

ていきたいと思います。これからも、ご指導

ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。 
             （村上美保） 

要約筆記について学びはじめて３年で、よう

やく県の要約筆記者として、登録できて感無

量です。今後も研鑽を積み、よりよい要約が

できるよう努力していきたいと思います。 

全国統一試験を受けるたびに「不合格」の３

文字でしたが、やっと合格することができま

した。技術は上達しないし、勉強したことは

忘れるし、まだまだ未熟者ですが、これから

も日々努力していきたいと思います。感謝で

す‼            （古屋敦子） 

講師の皆さんの熱心なご指導と一緒に受講

した皆さんのおかげで合格できたと思いま

す。ありがとうございます。まだまだ何の役

に立てませんが、これから学んでいきたいと

思います。よろしくお願いします。 
             （正司浩美） 

講師の皆様の熱心なご指導により、合格する

ことができました。ありがとうございます。

喜びと共に自分の未熟さや課題も感じてい

るところです。おごらず努力をしていきます

ので、今後も更なるご指導をよろしくお願い

します。         （山口美香） 

 

当センター利用申込書等はメールで受付ます！ 
 当センターを利用される団体は、利用申込書を FAX で受け付けておりますが、メール

でも受け付けますので、ご活用ください。なお、機器貸出申込書も同様です。 

 メールアドレス：sinsei33@c-able.ne.jp 



 

○第２回聴覚障害者交流サロンを開催しました 

 平成３０年２月３日（土）に当センターで山口県立山口南総合支援学校教諭の髙田昌和

先生を講師としてお招きし、第２回聴覚障害者交流サロンを開催し、延べ３１人が参加し

ました。音声認識アプリ（３～４種類）、簡易補聴システム紹介があり、特に音声認識アプ

リについては、参加者にとって、興味深い内容となりました。 

○意思疎通支援者研修会を開催しました 

 平成３０年２月４日（日）、当センターで開催しました。意思疎通支援事業利用者の特性

を把握し、地域生活支援事業において適切な理解を深めることを目的に、岡山県の就実大

学非常勤講師で臨床心理士の今里有紀子氏を講師に迎え、「通訳場面における対人支援」に 
ついて、学習を深めました。雪が降る寒い日でしたが、手話通訳者１５人、要約筆記者 
１３人の参加がありました。 

○盲ろう者通訳・介助員現任研修会を開催しました 

 平成３０年２月１１日（日）に当センターにおいて、盲ろう者通訳・介助員として活動 
されている方を対象に盲ろう者通訳・介助員現任研修会を開催しました。県内各地から 
４６人の方が参加され、とても有意義な研修となりました。 

○第２回コーディネーター研修会を開催しました 

 平成３０年２月１５日（木）、当センターで開催しました。各市町意思疎通支援事業担当

者、設置手話通訳者、手話通訳・要約筆記派遣担当者等２０人が参加しました。午前は、

下関市手話通訳者設置事業、山口市要約筆記派遣事業について、報告をいただき、質疑応

答、情報交換を行いました。午後は、派遣実務を担う担当者間で、より詳細な情報交換を

行い、緊急時の対応等、地域により状況が違うことが分かりました。 

○平成２９年度山口県要約筆記者登録（全国統一）試験を実施しました 

平成３０年２月１８日（日）に、平成２９年度山口県要約筆記者登録（全国統一）試験

を行いました。今年度の受験者数は、２０人でした。その結果は、１ページに掲載してい

ます。 

○第２回手話通訳者現任研修会を開催しました 

 平成３０年２月２４日（土）、当センターで開催しました。昨年度に引き続き、全国手話

通訳問題研究会副会長の近藤幸一氏をお招きし、講義「手話通訳者のあり方」、事例検討を

行いました。手話通訳者１９人の参加があり、「濃い内容で参加して良かった」、「事例検討

シートにより報告書の書き方、振り返りの重要性が分かった」等の感想がありました。 

○要約筆記者現任研修会を開催しました 

 平成３０年２月２５日（日）に萩市総合福祉センターで山口県要約筆記者証所持者を対

象とした第２回要約筆記者現任研修会を開催し、９人が参加しました。「要約の学習を振り

返ってみよう」のテーマで文章要約や、「要約技術を身につけよう」のテーマでパソコンの

連係入力における要約技術を学びました。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研鑽できた現任研修会でした。 

行 事 報 告 



字幕ビデオライブラリーだより 
平成３０年３月１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-3 131～133 くまもと聴障ビデオマガジン「みるっく」2018年２月号～４月号 

A-3 CC2017-001 その情報、誰のもの？～情報社会と権利侵害 

B-3 CE2017-001 美の巨人たち 松本竣介「水を飲む子ども」 

B-3 DA2017-040 ファミリーヒストリー 斉藤由貴 

B-3 DA2017-041 報道特集 盲ろう児教育の現場 

B-3 DA2017-042 ハートネットＴＶ 笑顔のそばに卓球があった～ろう者卓球日本一 伊藤優希17歳 

B-3 DA2017-043 ハートネットＴＶ 静かでうるさい居酒屋 

A-3 
EA2017-001 

EA2017-002 

灯油等の危険物による火災の実態～燃焼機器火災を未然に防ぐ 

小さな火種の知られざる恐怖～たばこ火災を防ぐために 

A-3 EA2017-003 南海トラフ巨大地震～地震から命を守る 

A-3 

EA2017-004 

EA2017-005 

EA2017-006 

ＪＡ共済 小学生向け交通安全教育ＤＶＤ基本編 

ＪＡ共済 小学生向け交通安全教育ＤＶＤ発展編 

ＪＡ共済 小学生向け交通安全教育ＤＶＤ保護者編 

B-3 FD2017-011 おもひでぽろぽろ 

B-3 FD2017-012 借りぐらしのアリエッティ 

B-3 HA2017-001 団塊スタイル あきらめないで！聴力の老化 

A-3 
HA2017-006 

HA2017-007 

ハートネットＴＶ リハビリ・介護を生きる おひとりさまの自分介護 

（１）要介護になってもひとりで暮らす （２）やがてくる時のために 

A-3 
HA2017-008 

HA2017-009 

認知症キャンペーン 認知症介護 

①家族の悩みにこたえます ②わたしたちにできること 

A-3 HB2017-001 すくすく子育て 発達障害？と思ったとき 

B-3 HA2017-010 きょうの健康 夏の急病を防げ！熱中症対策 

B-3 HA2017-011 きょうの健康 夏の急病を防げ！食中毒対策 

B-3 
JB2017-033 

JB2017-034 

名探偵コナン 小五郎、怒りの大追跡（前編） 

名探偵コナン 小五郎、怒りの大追跡（後編） 

B-3 
JB2017-035 

JB2017-036 

ちびまる子ちゃん「さくら家の洗濯大騒動」他 

ちびまる子ちゃん「まる子、後ろ姿を磨きたい」他 

B-3 
JB2017-037 

JB2017-038 

ポコニャン！シッポがあるおとうとニャン 

ポコニャン！ようちえんに行くニャン 

A-3 XC2017-001 手話どうぶつ図鑑２～海や水辺のいきものたち 

A-3 XH2017-001 聴覚障害者のみなさん～見直しましょう食生活～糖尿病予防のために 

A-3 寄贈2017-001 山口県版「あいサポートＤＶＤ」障害への理解を深めよう 

A-3 寄贈2017-002 ＤＶＤ遠隔手話通訳・電話リレーサービスについて～聴覚障害者情報提供施設の役割 

 



日本語字幕付き映画上映のお知らせ 

映画クレヨンしんちゃん爆盛！カンフーボーイズ～拉麺大乱～ 

日：平成３０年５月１日（火）～３日（木・祝） 

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 

いぬやしき 

日：平成３０年５月６日（日）～９日（水） 

会場：宇部シネマスクエア７（宇部市明神町３－１－１フジグラン宇部２Ｆ） 

ＦＡＸ０８３６－３７－２５２８ ＴＥＬ０８３６－３７－２５２５ 

名探偵コナン ゼロの執行人（しっこうにん） 

日：平成３０年５月１３日（日）～１６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。 

 

（社福）山口県聴覚障害者福祉協会より 

平成３０年度基本方針等が決まりました！ 

 当センターの指定管理者である（社福）山口県聴覚障害者福祉協会が平成３０年度基本

方針事業計画等を２月２５日（日）に第３回運営協議会で、３月１０日（土）に第４回理

事会で、３月１８日（日）に第２回評議員会で協議・審議しました。 

▼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』の自立した生活をが営むことができる

地域社会」の実現を目指し、「当事者の声と支援者等の声の両方の声が直接聞ける唯一の法

人」という特色を生かし、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

を図ることとなりました。 

 

合理的配慮に伴う各施設の映像の情報保障に係る情報提供 

障害者差別解消法が制定（平成２８年４月１日施行）されてから２年が経過しました。

当法人では、公益事業の一環として、合理的配慮に伴う各施設の映像への手話や字幕挿入

を検討しております。県内各施設の映像に聴覚障害者向けの字幕又は手話がない場合は、

当センター職員へ情報提供をお願いします。 

例：「学習館の映像にはテロップがあるが、聴覚障害者には分かりにくい状況である。」 



意思疎通支援者養成事業が始まります！ 

～受講者を募集しています！～ 
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 

（１）開催期間：平成３０年６月１６日（土）～９月１５日（土）全９回 

（２）受講対象：山口県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３０年４月２３日（月）～５月２５日（金）必着 

２．要約筆記者養成講座（手書き・パソコン） 

（１）開催期間：平成３０年６月１０日（日）～１２月９日（日）全２４回 

（２）受講対象：山口県在住者で要約筆記による聴覚障害者等のコミュニケーション技 

術の習得に熱意のある者。 

（３）募集期間：平成３０年４月１６日（月）～５月２８日（月）必着 

３．手話通訳者養成講座（手話通訳Ⅱ・Ⅲ） 

（１）開催期間：平成３０年５月２７日（日）～９月１６日（日）全１５回 

（２）受講対象：山口県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３０年４月１２日（木）～５月１０日（木） 

４．手話通訳者養成講座（手話通訳Ⅰ） 

（１）開催時期：平成３０年９月３０日（日）～平成３１年１月１３日（日）全１２回 

（２）受講対象：山口県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３０年７月１日（日）～８月３１日（金） 

※あくまで予定ですので、変更の際は、ご了承ください。 

 

 電話お願い手帳を 
          いただきました 

平成３０年２月２６日（月）、ＮＴＴ西日本 

（西日本電信株式会社）から電話お願い手帳 

４００部をいただきました。必要な方は、当 

センターへ遠慮なくご連絡ください。 

「電話お願い手帳」がアプリになりました！ 



４～７月のセンター・法人主催行事予定 
４月２９日（日） 〈法人主催〉平成３０年度決算理事会 

５月１３日（日） 手話通訳者登録（全国統一）試験対策講座①「手話の要約」 

２６日（土） 

〈法人主催〉平成３０年度定時評議員会 

〈法人主催〉法人登録手話通訳者・要約筆記者派遣説明会 

要約筆記者養成講座担当講師現任研修会① 

２７日（日） 
要約筆記者養成講座担当講師現任研修会② 

手話通訳者養成講座・手話通訳Ⅱ・Ⅲ① 

６月 ３日（日） 手話通訳者養成講座・手話通訳Ⅱ・Ⅲ② 

  １０日（日） 要約筆記者養成講座①・共通① 

１６日（土） 
盲ろう者通訳・介助員養成講習会① 

要約筆記者養成講座②・共通② 

１７日（日） 手話通訳者養成講座・手話通訳Ⅱ・Ⅲ③ 

２３日（土） 盲ろう者通訳・介助員養成講習会② 

２４日（日） 要約筆記者養成講座②・共通③ 

３０日（土） 盲ろう者通訳・介助員養成講習会③ 

７月 １日（日） 
手話通訳者養成講座・手話通訳Ⅱ・Ⅲ④ 

要約筆記者養成講座④・手書き実技① 

   ８日（日） 要約筆記者養成講座⑤・パソコン実技① 

  １４日（土） 盲ろう者通訳・介助員養成講習会④ 

  １５日（日） 手話通訳者養成講座・手話通訳Ⅱ・Ⅲ⑤ 

  ２２日（日） 

手話通訳者養成講座・手話通訳Ⅱ・Ⅲ⑥ 

要約筆記者養成講座⑥・手書き実技②・共通④・パソコン実技② 

盲ろう者通訳・介助員養成講習会⑤ 

  ２９日（日） 
手話通訳者養成講座・手話通訳Ⅱ・Ⅲ⑦ 

要約筆記者養成講座⑦・共通⑤ 

 

後援会から寄付をいただきました！ 
 平成３０年４月８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（目録）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 ２４３人 ３８２人 ３３４人 ９５９人 

ビデオライブラリー ２本 １１本 １１本 ２４本 

手話通訳派遣者数 ２３人 ３１人 ２２人 ７６人 

要約筆記派遣者数 ３２人 ２４人 ２７人 ８３人 

新年度が始まりました。職員一同、聴覚障害福祉の向上に努めて参りますので、今年度もどうぞ

よろしくお願いいたします。      〈山口県聴覚障害者情報センター 所長・職員一同〉 


