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通巻第６３号

予告１ ：「ＬＧＢＴＱ・上映及びワークショップ」開催 平成３０年８月４日（土）

☆テーマ：「多様性を力にする社会～ろうＬＧＢＴＱの立場から～」

☆日 時：平成３０年８月４日（土）１３：００～１６：００

☆場 所：北九州市立子どもの館 子どもホール（コムシティ７階）

☆講 師：山本 芙由美（やまもと ふゆみ）氏

大阪市在住 ろう者

性自認＝シスジェンダー

性的指向＝クイア

兵庫教育大学院で障害児心理学を専攻、

博士前期課程終了

☆参加者：８０名（定員になり次第締切）参加費は無料

どなたでも参加できます。

大阪市在住のろう講師は、「ろうＬＧＢＴＱ」活動団体リーダーとして、アメ

リカ留学、研修活動等で学んだ実績があります。ろうＬＧＢＴＱサポートブック

をもとに、ＤＶＤ「ＬＧＢＴ」を視聴し、皆と共に手話表現を学び、講演、意見

交換を行います。ぜひご参加ください。

☆日 時：平成３０年９月２日（日）１３：００～１６：００

☆場 所：西部障害者福祉会館

昨年、大好評だった「つどい」を今年度も開催することになりました。聴覚

障害者・ボランティアの方々と共に、ゲーム・いろいろな体験、物作りや手話

教室などをとおして、聴覚障害について理解を深めていただきたいと思います。

夏休み最後の日曜日をご家族やお友達と一緒に楽しんでください。たくさんの

ご来場をお待ちしています。

予告２ ：「聴覚障害者情報センターのつどい」開催 平成３０年９月２日（日）

予告３ ：「第10回聴覚障害者支援セミナー」開催 平成３０年１０月１４日（日）

☆日 時：平成３０年１０月１４日（日）１３：００～１６：００

☆会 場：八幡西区生涯学習センター３階（大会議室）

☆講 師：九州産業大学人間科学部臨床心理学科

教授 倉知 延章 氏

☆テーマ：「聴覚障害者の特性を踏まえた対人援助のあり方」

今回は１０回目を迎える記念のセミナーとなります。当初にお願いした講師

をお迎えし、初心に戻って皆さんと学びます。是非、ご参加ください。

ろうＬＧＢＴＱサポートブック

平成２９年度 つどいの様子

平成２９年度支援セミナーの様子
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講演会などに情報保障がありますので、

関心がある方はぜひご参加ください。

報告１ ：北九州市障害者スポーツ大会 平成３０年５月２７日（日）

猛暑の中、本城陸上競技場にて、第56回北九州市障害者スポー

ツ大会が開催されました。ソフトボール投げで見事メダルを獲得

された彦田さん、中田さんは、小倉聴覚特別支援学校、宮里さん

は難聴者・中途失聴者協会の方です。おめでとうございます。

報告２ ：全国聴覚障害者情報提供施設協議会 平成３０年６月１４日（木）～１５日（金）

今年は49施設とオブザーバーの鳥取、北海道の参加で、上記総会及び大会が

福島市にて開催されました。

総会後、「情報提供施設におけるＩＣＴ活用した聴覚障害者への情報提供」のテー

マで、筑波技術大学の井上准教授の講演を基に厚労省自立支援振興室,村山室長補

佐、全日本ろうあ連盟,石野理事長、全日本難聴者・中途失聴者団体連合会,新谷

理事長によるシンポジウムが行われました。

井上氏の講演は、遠隔通訳と電話リレーサービスについて、海外の状況と比較

しながらのわかりやすい講演で、石野理事長からは、利用者は若者よりも高齢者

が多い事、サービスの普及には法の改正も必要である事等話がありました。又、

新谷理事長より、筆談の可能な聴覚障害者に対して「筆談を社会の文化に」して

いく「心のバリアフリー」は、身近なところから発信できることだと感じました。

翌日のブロック会議では、主に遠隔通訳コミュニケーションネットワークとし

て、ポチトークについて福岡県から提案があり、九州ブロック各県で意見交換を

行いました。

２日間の大会、開催地の職員の方等は、懇親会での楽しいクイズ等企画された

り、準備や情報保障等大変だったと思います。ありがとうございました。

予告４ ：情報保障付き講演会（手話・要約筆記・字幕）

会場の後方で販売していたお

菓子と一緒に購入しました

(^̂ ♪

テーマ 月 日 時 間 会 場 主 催 情報保障

北九州市下水道１００周年

記念式典・記念講演
７月２３日(月) 13:00～17:00

国際会議場

メインホール

北九州市

上下水道局

手話

要約

同和問題啓発強調月間

○講演会

○映画上映（字幕あり）

７月２７日(金) 13:30～15:10

15:20～16:00

大手町ビル

２Ｆホール

（ムーブ）

北九州市

人権推進課

手話
要約
字幕

北九州市の地方創生を

考えるシンポジウム

８月 １日（水）

８月 ７日（火）

14:00～16:30

14:00～16:30

リーガロイヤル

ホテル小倉４Ｆ

ロイヤルホール

北九州市 手話

高齢者・障害のある人の権利

擁護・虐待防止セミナー
８月１７日（金） 10:00～12:00

ウェルとばた２階

多目的ホール
北九州市

手話
要約
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５月１４日、盲ろう者支援サークルひまわり会との共催でバスハイク

が行われました。

前日までの雨もあがり五月晴れの心地よい風が吹く中、佐賀県三瀬村の

どんぐり村への往復は、盲ろう者、支援者、運転手さんの総勢２３人で

とても賑やかな雰囲気でした。

どんぐり村では、ワイン工房でブドウを絞る機具や大きな樽や瓶を触り

ながら、ワインが完成するまでの説明を通訳者をとおして聴きました。

三瀬鶏のランチの後は、バター作りに挑戦、それぞれが生クリームを入

れた容器を振り続けて出来たてのバターの味を堪能しました。家に帰っ

てからも作ったそうです。

帰路、予定にはなかった道の駅への寄り道で、ご当地ソフトクリームや

お土産を買って皆で食べたりと、楽しい交流会になりました。

参加された盲ろうの方より「昔、見えていた頃に家族で来たことがあ

り、とても懐かしかった。ワイン工房やバター作りの体験が楽しかった」

と感想をいただきました。

情報１ ：日本語字幕付き上映日の映画案内（８月）

◆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：093-573-1569
ＦＡＸ：093-573-1653

◆ＭＡＩＬ
kitakyushu@t-joy.net

『劇場版
ポケットモンスター みんなの物語』

▶字幕上映日 ※１日１回以上上映

８月５日(日)～８月８日(水)

報告３ ：盲ろう者バスハイク交流会 平成３０年５月１４日（月）

最近テレビや新聞で高齢者の交通事故が多く報じられていますね。そこ

で、今年度、初めての情報提供は、福岡県八幡西警察署 交通課の方に来

ていただきました。

部屋に横断歩道や車を配置した体験型の情報提供です。

夜歩く時の注意は？→反射板という車のライトが当たると光る物があり、

これを付けるとドライバーが気づきやすいそうです。（写真１）お酒を飲

んで運転したらどうなるの？→特殊な眼鏡をかけて飲酒

運転の経験をしました（周りがグルグルゆれて怖かった

で～す）最後は職員が作った段ボールの車に職員が乗り

込み、話に夢中になって歩いているろう者にぶつかりそ

うになる寸劇をしました（写真２）実際に体験すると危

険なことが良く判ったと参加者から感想をもらいました。

報告４ ：情報提供事業「交通安全教室」 平成３０年５月１７日（木）

写真１

写真２
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前号でもお伝えした「アイ・ドラゴン４」では、手話と字

幕の放送「目で聴くテレビ」が視聴できます。今年６月７日

（木）～１０日（日）に大阪で開催された第６６回全国ろう

あ者大会の模様が「目で聴くテレビ」の生中継で配信される

と知り、さっそく事務所にいた職員で視聴しました。配信さ

れたのは、最終日の記念式典、アトラクション、引継式。ア

トラクションには地元の劇団や高校生による演劇や和太鼓、

チアリーディングが披露されました。わずかな時間でしたが、

遠く離れた場所から大会の雰囲気を味わえました。大阪のみ

なさん、お疲れ様でした。次回の開催地は宮城県です。来年

は会場でお会いできるのか、また生中継を楽しむのか…どち

らにしても、今から待ち遠しいですね。

編集後記 ：全国ろうあ者大会in大阪

貸出

人数

貸出

本数

４月 ４ ８

５月 ５ １４

６月 １９ ５１

総計 ２８ ７３

専任手話通訳 盲ろう者通訳・ガイドヘルパー

個人 団体 計

４月 ２１４ ３０ ２４４

５月 ２４７ １３ ２６０

６月 ２６２ １２ ２７４

総計 ７２３ ５５ ７７８

個人 団体 計

４月 １１ ０ １１

５月 １８ ０ １８

６月 １８ ４ ２２

総計 ４７ ４ ５１

報告５ ：派遣事業の件数 出ータ （専任手話通訳、盲ろう者通訳・ガイドヘルパー、要約筆記）

個人 団体 計

４月 １３ ３ １６

５月 １３ ６ １９

６月 ２５ ３ ２８

総計 ５１ １２ ６３

要約筆記

ビデオ制作のコーナー

紹介１ ：ＤＶＤ 北九州市立聴覚障害者情報センターの字幕制作

北九州市立聴覚障害者情報センターの字幕ボランティア クレ

ヨンの協力で、アニメ６番組の字幕挿入を制作しました。

○名探偵コナン 「小五郎、怒りの大追跡（前編）」

「小五郎、怒りの大追跡（後編）」

○ちびまる子ちゃん「さくら家の洗濯大騒動」の巻

「まる子、パーッとしたい」の巻

「まる子、後ろ姿を磨きたい」の巻

「成績が上がる魔法の机」の巻

ＤＶＤ貸出を行っていますのでご利用ください。

貸出状況の出ータ

テレビ画面の模様


