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報告１：平成２５年度（１年間）を振り返って。

通巻第４６号

報告２：早瀬 憲太郎 映画監督と災害時の支援を考えるシンポジウム

平成２６年２月１６日（日）午後２時から北九州
市立男女共同参画センタームーブで、「障害のある
人たちの災害時の支援を考えるシンポジウム」が開
催されました。ろう者、聴覚障害に関わるボランティ
ア、身体障害者、行政関係者、一般人など、およそ
１８０人の参加がありました。

①映画上映：
「生命のことづけ～死亡率２倍 障害のある人

たちの３.１１～」
②インタビュー：映画監督 早瀬憲太郎氏
③シンポジウム：地域支援者・行政関係者・

障害者団体支援者など。

2013年 4月 1日
八幡西区若葉町から黒崎コム
シティ５階へ引っ越しました。

2013年 6月10日
黒崎コムシティ見学会を開催
しました。

2013年 8月30日
自主制作「施設紹介」。YouT
ube配信とＤＶＤを制作しました。

2013年 9月30日
八幡小学校で巡回ビデオライブ
ラリーが始まりました。

2013年11月 7日
第5回聴覚障害者支援セミナー
を開催しました。

2014年 2月13日
著作権処理したＴＶ番組に
字幕挿入しました。

2013年12月 7日
長野県から来た聴導犬のデモ
ンストレーションを開催しました。

2014年 1月 7日
若松区のとらやを取材して、
目で聴くテレビで放送しました。

2014年 2月25日
陸上自衛隊小倉駐屯地を
見学しました。

２６年度から下記の通り、新しい事業を行います。
「手話キャスター養成事業」「盲ろう者社会参加講座開催事業」
「ミニ手話講座開催事業」 「字幕付き上映会開催事業」など。

（現在、YouTube配信映像を制作中。）

パネラーの早瀬憲太郎氏が
体験談などを語った。

【参加者の声】

地域とのふれあいの大切
さなどの話を聞き、前向き
に生きていく強い印象を早
瀬氏から受けました。

日常生活の中で近隣との
つながりを作り、町内会の
行事や活動時に積極的に参
加し、交流していくことが
大切だと改めて教えられま
した。
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２月１５日（土）～１６日（日）の２日間で、今回の大会のテーマは「今の時代を生き抜く！」～

未来への言伝(ことづて)～でした。
ことづて

冬の集会は今回で最後になるので参加者は全国からたくさんの仲間が集まり１２００人を超えてい

ました。関東以北の気候は荒れていて台風なみの暴風雪という状況のなか集まった皆さんの熱い思い

で会場や周辺で飛び交う手話の嵐はすばらしかったです。

第１回めの集会が大阪から始まり、最後となる会場も大阪ということで以前から参加されている方々

からは「不思議な縁を感じる」と話されていました。

私は、第１１分科会の「聴覚障害者関連施設」に参加してきました。各地

で取り組まれている事例を聞き、他機関との連携、ネットワークづくりの大

切さがよくわかりました。また、全国の熱い思いの方々に会い、自分も頑張

ろうという気持ちになりました。今後は夏の集会にあわせて分科会が再編成

されるようです。又参加したいと思います。

報告３：第３０回全国手話通訳問題研究討論集会in大阪に参加してきました。

情報１：北九州市立児童文化科学館 字幕付きプラネタリウム投映日

「ハチャメチャ宇宙旅行」の番組を字幕付きで見ることができます。
【内容】

正義感が強くワガママな妹チャチャと、優しく気の弱い兄メグム。

ある日、二人はハムスターそっくりの宇宙生物を助ける。それはハ

ムリンという名の見習い宇宙パトロールだった…。

○期間＝５月１４日（水）～１８日（日）

○時間＝１１：００～、１３：３０～、１５：３０～、

※磁気ループ対応
※平日は学習番組に変更する場合があります。

事前にお問い合わせください。
開館時間：９時～１７時（入館は１６時３０分まで）

情報２：日本語字幕付き上映日（４月）

☆「サクラサク」 ４月５日（土）公開
主演：緒形 直人／南 果歩 他

字幕付き上映日 ４月１９日（土）・２０日（日）

☆「神様のカルテ２」 ３月２１日（金）公開
主演：櫻井 翔／宮﨑 あおい 他

字幕付き上映日 ４月２０日（日）・２１日（月）・２２日（火）

☆「Ｌ❤ＤＫ」 ４月１２日（土）公開
主演：剛力 彩芽／山﨑 賢人 他

字幕付き上映日 ４月２６日（土）・２７日（日）

☆「チーム・バチスタＦＩＮＡＬケルベロスの肖像」 公開中

字幕付き上映日 ４月２７日（日）２８日（月）２９日（火）

【日本語字幕付き上映予定作品】
「映画クレヨンしんちゃん ガチンコ！逆襲のロボと一ちゃん」

（４月１９日公開）
「名探偵コナン 異次元の狙撃手」（４月１９日 公開）
「テルマエ・ロマⅡ」（４月２６日 公開）

※上映実施日はホームページを検索してください。

◆お問い合わせ

Ｔ・ジョイリバーウォーク北九州

〒803-0812

北九州市小倉北区室町1-1-1

リバーウォーク北九州デコシティ４Ｆ

◆連絡先

ＴＥＬ：093-573-1566

ＦＡＸ：093-573-1653

◆ＭＡＩＬ

kitakyushu@t-joy.net

Ａ料金

（プラネタリウム・
展示品見学）

小学生 １５０円

中高生 ２００円

大 人 ３００円
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報告６： ビデオレター

報告５：陸上自衛隊小倉駐屯地(小倉南区)の見学に行きました。 2月２５日
ちゅうとん　ち

報告７：派遣事業の件数 出ータ （専任手話通訳者、盲ろう者通訳・ガイドヘルパー、要約筆記奉仕員）

デ

専任手話通訳者
盲ろう者通訳・

ガイドヘルパー 要約筆記奉仕員

報告４：盲ろう者交流会 2月9日

当センター事業の１つの巡回ライブラリーは聴覚特別支援学校や難聴学級の市内

３か所の小学校を回り、ＤＶＤの貸し出しを行っており、大変好評を得ています。

また、最近は高齢の聴覚障害者の方々が施設に入所されることも増えて、周りは聞

こえる人ばかりで会話に入れる状態ではなく施設職員との簡単な「薬飲んだ？」

「ご飯は食べましたか？」などの問いかけばかりで、淋しい思いをしていると聞く

と胸が痛くなります。そのため巡回ライブラリーの高齢者版の前段階としてビデオ

レターを作成し、届ける取り組みを昨年度から行っています。情報センターの職員

が手話で話しかけたり、コムシティの施設案内など撮影し、すこしでも元気になっ

て楽しんでもらおうと心を込めて作っています。懐かしい職員が画面に出るとテレ

ビに向かって話し出したり、にこにこと表情がよみがえっているなど嬉しい報告が

届いています。まだ、動き出したばかりのビデオレターですが課題はあるものの、

巡回ライブラリーの高齢者版につながればと模索中です。

個人 団体 計

１月 ２２８ ２９ ２５７

２月 ２５９ ２４ ２８３

３月 ２４７ １４ ２６１

総計 ７３４ ６７ ８０１

個人 団体 計

１月 １１ ０ １１

２月 ７ ０ ７

３月 １２ ０ １２

総計 ３０ ０ ３０

ＯＨＰ ＯＨＣ ＰＣ ノート
テイク 計

１月 ０ ３ ４ ６ １３

２月 ０ ２ ５ １１ １８

３月 ０ ２ ２ ６ １０

総計 ０ ７ １１ ２３ ４１

今回は西部障害者福祉会館の調理講習室で「手巻き寿司といな

り寿司作り」をしました。盲ろう者４名、支援者15名の参加で

した。酢飯を作るところから始め、用意ができたら、４グループ

に分かれて、手巻きずし、いなり寿司作り。手巻き寿司の具は、

大葉・きゅうり・エビ・イカ・アボガド・・・など盛りだくさん

で、参加者は自分の好みの具を選んでおいし手巻きずしを作りま

した。おなかいっぱい、笑顔いっぱいの楽しいひとときでした。

聴覚障害者３２名と通訳者、手話ボラ、職員を含め総勢４２名。戦車の前で記念

写真を撮り、戦車の重さは馬力はなどなどたくさんの質問がでました。屋内でのブ

リーフィング（説明）では、自衛隊の任務やビデオを見ながら災害時の活動の様子

などの話がありました。災害時に見つけてもらうための方法として、周りの物を叩

くなど何を使ってもいいので音を出してください。そうすれば見過ごすことなく見

つけられますとのアドバイスがありました。他にも、実物の機関銃や戦車を狙う大

砲の説明や自衛隊駐屯地が明治に開所されてからの貴重な資料の見学をし、お昼は

隊員さんと同じランチ（スパゲティと特大ハンバーガーなど）を戴きました。

最後には売店で自衛隊グッズなどの購入もできました。見学や昼食の場所では、

隊員の皆さんが手で指し示すなどの配慮もありましたし、担当していただいた隊員

さんからは、「自分たちも手話の勉強をしなければいけないですね」との頼もしい

声もいただきました。これからも、各所に出向いていき聴覚障害者の理解を広げて

いきたいと思いました。
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「早瀬 憲太郎 映画監督と災害シンポジウム」
（編集内容）映画上映一部・インタビュー・災害シンポジウムの舞台状況など。

ビデオ制作のコーナー

ＹｏｕＴｕｂｅ配信： 「早瀬 憲太郎 映画監督」「防災訓練とＡＥＤ講習」 制作中

編集後記：新しい人に触れ 若さをもらう

４月と言えば、春風そよぎ、陽光の下、さまざまな色彩

で花が咲き誇る季節。新入生、新人社員、新任、新人と、

春はいたるところで新しいことに挑戦する人たちがいます。

そのフレッシュさは私にとって最高の贈り物です。初心を

思い出す。若返ったように元気が出ます。新しい人を迎え

ると、初心に帰ってもう一度自分を振りかえるいい機会に

なりそうです。

貸出状況の出ータ

貸出人数 貸出本数

1月 １０ ２１

２月 ２２ ４９

３月 ９ ２４

総計 ４１ ９４

【北九州市立聴覚障害者情報センターの字幕挿入制作 ２作品】

☆「笑顔まんてんタビ好キ 糸島・二丈町」主演：前川 清／えとう窓口（４５分）

☆「笑顔まんてんタビ好キ 福岡・門司港」主演：前川 清／えとう窓口（４５分）

【映画作品】

☆「聯合艦隊司令長官 山本五十六」主演：役所広司／柳葉敏郎 他（１４１分）

☆「はやぶさ 遥かなる帰還」主演：渡辺謙／夏川結衣 他（１３７分）

☆「一枚のハガキ」主演：豊川悦司／大竹しのぶ 他（１１５分）

【テレビドラマ作品】

☆「家政婦のミタ」１～１１ 主演：松嶋菜々子／長谷川博巳 他

☆「金曜プレステージ 鬼平犯科帳スペシャル 盗賊婚礼」（９５分）

【ドキュメタリー・医療/健康作品】

☆「ろうを生きる難聴を生きる」シリーズ（３９作品＝ＤＶＤ１０枚）

☆「九州先端医療最前線 ～がん治療の今～」（２５分）

【教育作品】

☆「自転車 交通安全教育ＤＶＤ １年生～６年生向け」シリーズ（４作品）

【アニメ作品】

☆「少年ケニヤ」（１１０分）

☆「名探偵コナン」（４作品＝ＤＶＤ２枚） 他

情報３：新入荷ＤＶＤ（９２作品＝ＤＶＤ５２枚）の貸出を始めました。

「防災訓練とＡＥＤ講習」（約６分３０秒）

（編集内容）コムシティでの防災訓練の様子、ＡＥＤの使い方など。

盲ろう者作品

昭和６２年作品

「見えにくさ」と
ともに生きる

視聴覚に障害のある
アッシャー症候群の

女性の歩み（１３分）

由香ちゃんは
小さな通訳者

-ろう唖家族の
９年間の記録-

（４６分）

（約１３分）

（約５分３０秒）


