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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３０年１２月１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、内山敏子さん、岡田和恵さんが合格されました。また、平成３１年２月１７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、國永洋子さん、他１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、２名の方から届い

た喜びのコメントです。 

合格発表の日、私の代わりに掲示板を見た主

人の「おめでとう！」という言葉に、驚きと

感激で胸が一杯になりました。劣等生の私を

諦めずにご指摘頂き、ありがとうございま

す。未熟な私ですが、精一杯努力してまいり 

   ます。       （内山敏子） 

私も何かお役に立ちたい。そんな思い 

からスタートしました。その一歩が可能とな

り、うれしい気持ちと感謝でいっぱいです。

今はよちよち歩きです。これから頼られる人

になれるよう、日々研鑽に務め活動できる日

を夢見ています。     （國永洋子） 

 

後援会から寄付をいただきました！ 

 平成３１年４月１４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、８０万円の寄付（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 



 

○第２回聴覚障害者交流サロン及び消防訓練を実施しました 

 平成３１年１月２０日（土）に当センターで「備え!?あなたは大丈夫？～避難生活 水道・

電気が止まったら？～」を主なテーマに、防災士の城浩之氏から「配慮が必要な方への支

援と対策」についてお話しいただき、非常用グッズ製作体験については、消防団予防隊分

団長の多田和子氏から新聞紙を使った簡易スリッパの作り方等をご教示いただきました。

その後、避難・消火訓練の実施、交流会を通じて、参加者４３人が親睦を深める内容とな

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３１年２月１０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。今回は、県内各

地から５９人の方が参加されました。午前は、全国盲ろう者団体連絡協議会会長でもあり、

特定非営利活動法人えひめ盲ろう者友の会理事長の高橋信行氏に盲ろう者向け同行援護事

業について講義をしていただきました。午後は実習も行い、とても有意義な研修となりま

した。 

○〈法人主催〉手話奉仕員養成講座講師講習会を開催しました 

平成３１年２月１０日（日）、山口市秋穂地域交流センターで手話奉仕員養成講座講師講

習会を開催しました。講師に、一般社団法人山口県ろうあ連盟事務局長の塚原辰彦氏をお

招きし、「楽しい講座にするためには」等について、楽しく学習を深めました。 
地域の養成講座担当講師のほか、今年度初めて、これから指導に携わる人も対象に、各

地域から２０人が参加されました。休憩中も、熱心に情報交換をされる等、充実した１日

となりました。 

○手話通訳者養成講座講師研修会を開催しました 

平成３１年２月１６日（土）、当センターにて、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。講師に、手話通訳者養成講座テキスト編集委員、テキスト作業部会委員

長の坂井田美代子氏をお招きし、手話通訳Ⅲで指導する「通訳のやり方・あり方」につい

ての考え方、指導法についての講義の後、意見交換を行いました。 
参加者からは、「通訳のやり方・あり方についての整理ができた」、「講座の組み立て方が

よく分かった」等の声がありました。ここで学習された内容を養成講座で大いにご活用い

ただければと思います。 

○第２回要約筆記者現任研修会を開催しました 

 平成３１年３月２日（土）に秋穂地域交流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、２５人が参加しました。聴覚障害者で精神

保健福祉士及び社会福祉士の資格をお持ちの東京都在住の宇田川芳江氏をお招きし、午前

は、「中途失聴・難聴者のメンタルヘルス」。午後は、「事例を含めた対人援助の基礎理論と

観察技術」のテーマでお話をいただきました。意思疎通支援事業の担い手である要約筆記

者（支援者）として、必要な知識を改めて考えさせられる有意義な現任研修会でした。 

行 事 報 告 



平成３１年度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：６月１５日（土）～９月１４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：４月２２日（月）～５月２４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：６月８日（土）～１１月１６日（土）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：４月１５日（月）～５月２７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：５月２６日（日）～９月８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）募集締切：５月９日（木） 

４．手話通訳者養成講座（手話通訳Ⅰ） 

（１）開催時期：９月２２日（日）～１月５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：７月１日（月）～８月３１日（土） 

※あくまで予定ですので、変更の際は、ご了承ください。 

 

新しい公用車を購入しました 

 平成１３年７月に法人が導入した旧公用車は、使用開始から１７年経過しており、時

折、不調が起きていました。公用車の役割は、業務の他、講師の送迎等に使用すること

から、安全に配慮し、新しい公用車の購入計画を進めることとし、平成３０年７月３０

日の車検切れの機会に廃車しました。 
 新しい公用車は、本年２月２４日に中央競馬馬主社会福

祉財団助成（一部助成）により新しい車両（トヨタシェン

タ７人乗り）を購入しました。 
 今後は、安全運転を心掛け、法人事業の推進やセンター

利用者のサービス向上に役立てていきます。 



（社福）山口県聴覚障害者福祉協会より 

平成３１年度事業計画と収支予算が承認されました！ 

 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３１年度事業

計画案と収支予算案が、３月１７日（土）に開催された理事会及び評議員会において、審

議され、原案どおり決議されました。 

 事業計画は、基本的に平成３０年度とほぼ同じですが、次回の指定管理（令和３年から

５年間）に向け、平成３１年度は正念場の年になるだけに、着実に事業計画を達成するこ

ととしています。 

（重点項目） 

１．当情報センターの指定管理継続に向け、万全な準備を進める。 

２．意思疎通支援者の確保と技術力向上を図る。 

３．当事者団体や支援者団体、更に後援会等との連携強化を図る。 

４．障害者の雇用の促進と定着を進めるため、ジョブコーチの活動をより一層展開する。 

５．大学等の手話サークルメンバーと連帯するとともに、大学間のサークル連携を図る。 

 また、収支予算は、平成３０年度当初予算に計上した赤字３９０万円よりは大幅に赤字

額を削減したものの、依然として７１万円ほど赤字計上を余儀なくされています。経費の

削減に努め、収支改善が図られるよう努めていきますので、引き続き、法人事業へのご理

解、ご支援をお願いします。 

電話お願い手帳をいただきました 

 平成３１年３月３日（日）、「耳の日記念山口県大会」の会場で、ＮＴＴ西日本（西日本

電信株式会社）から電話お願い手帳４００冊をいただきました。 

 必要な方は、当センターへ遠慮なくご連絡ください。また、お手持ちのスマーフォンや

タブレットに「電話お願い手帳」のアプリをインストールして登録することもできます。

ぜひご活用ください。 

アプリ画面 



字幕ビデオライブラリーだより 
２０１９年２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 EA2012-017 津波から生き延びるために～知る・行動する～ 

A-3 EA2012-018 地震火災から命を守るために 

A-3 CC2018-001 スマホの落とし穴 親子・地域で考えましょう 

A-3 DA2018-001 ハートネットＴＶシリーズ 相模原障害者施設殺傷事件 

A-3 
DA2018-002 

   ～003 

ハートネットＴＶシリーズ 罪を犯した発達障害者の再出発 

第１回少年院の立場から  第２回出所、そして社会へ 

B-3 DA2018-036 
ＲＳＫ地域スペシャルメッセージ 

聴こえない子を救いたい～岡山かなりや学園 

A-3 DA2018-037 ＥＴＶ特集 亜由未が教えてくれたこと 

A-3 DA2018-038 
ハートネットＴＶ ＷＥＢ連動企画 

チエノバこれだけは知ってほしい！聴覚障害の悩み 

B-3 EB2018-004 ＮＨＫ高校講座 ビジネス基礎 ビジネスとコミュニケーション 

B-3 
EB2018-005 

   ～008 

ＮＨＫ高校講座 家庭総合 

子どもを産むって？～妊娠・出産～等 

B-3 
HA2018-008 

   ～011 

きょうの健康 うつ病 信頼できる最新治療 

 軽傷のうつ病  中等症・重症のうつ病  子どものうつ病等 

B-3 
JB2018-014 

   ～015 

ちびまる子ちゃん 

「まる子、東海道線駅弁の旅」の巻 「３年４組に宇宙人が？」の巻等 

B-3 
JB2018-016 

   ～017 

名探偵コナン 待合室の７人 

       曇柄寺が隠す秘密 

A-3 XC2018-001 手話で知りたい 成年後見制度の基礎 

A-3 XE2018-001 きこえづらいってどんなこと？～難聴について知ろう～ 

A-3 
みるっく 

143～145 

くまもと聴障ビデオマガジン「みるっく」 

 ２０１９年２月号～２０１９年４月号 

A-2 
自主2018-005 

    ～006 

イキイキ！山口（２０１８年１１月１９日、１２月１７日） 

イキイキ！山口（２０１９年１月１４日） 

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 新婚旅行ハリケーン～失われたひろし～ 

日：２０１９年５月１９日（日）～２２日（水） 

会場：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 

※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。 



４～７月のセンター・法人主催行事予定 
４月２７日（土） 〈法人主催〉平成３１年度決算理事会 

５月１２日（土） 〈法人主催〉法人登録手話通訳者・要約筆記者派遣説明会・研修会 

  １９日（日） 山口県要約筆記者現任研修会 

２５日（土） 要約筆記者養成講座担当講師現任研修会①（パソコン実技） 

２６日（日） 

〈法人主催〉平成３０年度定時評議員会 

手話通訳者養成講座手話通訳Ⅱ・Ⅲ① 

要約筆記者養成講座担当講師現任研修会②（手書き実技） 

６月 ２日（日） 手話通訳者養成講座・手話通訳Ⅱ・Ⅲ② 

   ８日（土） 要約筆記者養成講座①・共通① 

   ９日（日） 手話通訳者養成講座・手話通訳Ⅱ・Ⅲ③ 

１５日（土） 
要約筆記者養成講座②・共通② 

盲ろう者通訳・介助員養成講習会① 

２２日（土） 
要約筆記者養成講座②・共通③ 

盲ろう者通訳・介助員養成講習会② 

２９日（土） 
要約筆記者養成講座④・手書き実技① 

盲ろう者通訳・介助員養成講習会③ 

  ３０日（日） 手話通訳者養成講座・手話通訳Ⅱ・Ⅲ④ 

７月 ６日（土） 要約筆記者養成講座⑤・パソコン実技① 

   ７日（日） 手話通訳者養成講座・手話通訳Ⅱ・Ⅲ⑤ 

  １３日（土） 
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④ 

  １４日（日） 手話通訳者養成講座・手話通訳Ⅱ・Ⅲ⑥ 

  ２０日（土） 要約筆記者養成講座⑦・共通⑤ 

  ２１日（日） 手話通訳者養成講座・手話通訳Ⅱ・Ⅲ⑦ 

  ２７日（土） 
要約筆記者養成講座⑧・共通⑥ 

盲ろう者通訳・介助員養成講習会⑤ 

  ２８日（日） 手話通訳者養成講座・手話通訳Ⅱ・Ⅲ⑧ 

※祝日は、休館日ですが、５月５日（日）は、開館しております。 

各種データ 
 １月 ２月 ３月 合 計 

利 用 者 数 ２７７人 ４５９人 ２４０人 ９７６人 

ビデオライブラリー ６本 ８本 ６本 ２０本 

手話通訳派遣者数 １７人 ３２人 ２４人 ７３人 

要約筆記派遣者数 ２８人 ４４人 ２８人 １００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〉 


