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通巻第６５号

２０１９年 新春のごあいさつ

平成３０年１２月６日（木）～７日（金）に第6ブロックの9施設が集まり、難聴事業

と要約筆記事業について、各施設の取り組みと課題、今後の情報提供施設の役割について

意見交換を行いました。

北九州市は、難聴者・中途失聴者協会の活動がとても活発で、難聴者のための生活訓練

や親睦を図る催しも年間をとおして開催されています。要約筆記事業を行っているセンター

とも事務所が近いので、お互いに情報交換をしたり、ご意見やご要望も直に聞くことがで

き、とても恵まれている環境なのだとあらためて実感しました。

翌日は施設長とコーディネーターに分かれ、それぞれの議題を話し合いました。要約筆

記事業に関わる、九州各県のコーディネーターが集まるのは初めてでしたが、共通の悩み

に共感したり、他県の取り組みから今後の良いヒントをいただいたり、貴重な時間となり

ました。手話での遠隔会議ができるポチトークの紹介もあり、４Ｋ映像のリアルさを体感！

遠隔コミュニケーションもここまでスムーズになったのかと驚きました。音声を保障する

機器の進歩もめざましく、今後これらをどう活用し、使いこなしていくかも課題です。施

設職員が機器の知識を身につけて、 新の情報を提供できる環境を作っていくことも大事

な役割だと感じた研修会でした。

ＩＰＴＶによる配信は、すでに始まっています。ＣＳによる放
送は、本年３月３１日で終了します。４月以降、アイ・ドラゴン

２または３で「目で聴くテレビ」を見ることはできなくなります。
ＩＰＴＶで「目で聴くテレビ」を見るには、インターネット光

回線と「アイ・ドラゴン４」が必要です。

報告１ ： 全国聴覚障害者情報提供施設協議会 九州・沖縄ブロック研修会

情報1 ： 「アイ・ドラゴン２」と「アイ・ドラゴン３」は今年３月末に終了

あけましておめでとうごいます！

いよいよ、平成ものこりわずかですね

しあわせ いっぱいな年にしていきましょう♪

＜センター職員一同＞
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報告２ ： 情報提供事業「終活セミナー」 平成30年11月12日（月）

今回で３回目の開催です。テーマの「そこが知りたい！お

ひとり様事情」とはどういう意味なのでしょうか。

講師の話は、「人が 期を迎える時は、誰でも『ひとり』

だと言う意味」であり、後に

残る家族への配慮をどのよう

に伝えるか。そのためには、遺言やエンディングノートな

どに書き残し相続のトラブルが葬儀の時に起きたりしない

ようにすること。この事前の準備が大切であり、「終活」

につながると教えていただきました。

参加者は、「終活」と聞いて、家の片づけのことだけを

イメージしていたが、家族に伝えたいことや他にも大切な

ことがいっぱいあることに気付かされたと話していました。

予告１ ：情報保障付き講演会（手話・要約筆記）

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。

テーマ 月 日 時 間 会 場 主 催 情報保障

平成３０年度

人権を考える企業のつどい
1月22日(火) 14:00～16:00

北九州市立男女

共同参画センター

「ムーブ」

北九州市
手話

要約

障害のある方への就職相談会 2月25日(月) 13:00～16:00
ＡＩＭ3階

Ｇ展示場
福岡県

手話

要約

報告３ ： 小学校「キャリア教育授業」に参加して 平成30年12月6日（木）

北九州市立中井小学校において６年生の総合学習で「 高学年プロジェクトⅡ 中井小学

校から育つ、未来の自分を見つめて」という授業がありました。様々な職業の方々からその

仕事の内容や苦労、やりがいを学ぶという内容です。

手話通訳士の仕事について、「手話」は聞こえない人の

言葉であることや、通訳を介して聞こえない人が情報を得

ることができることなどを話してきました。児童たちは事

前にいろいろな職業を調べていて、手話を見たことがある

児童もおり、私の話を真剣な眼差しで見て聞いてくれてい

ました。「将来、手話通訳士として活躍してくれるといい

な」と思いました。

後に「職業の 大の魅力」として画用紙に「言葉をつ

なぐ 人と人が つながる」と表してきました。
「職業の 大の魅力」を書いた用紙

熱心に話を聞く参加者のみなさん
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CS放送が３月末で終了します。IPTV・アイ・

ドラゴン４への切り替えが必要です。どうすれ

ばよいのでしょう？ どのような番組が視聴で

きるのでしょう？いつでも見られる手話番組と

は？ 緊急災害時字幕手話放送とは？

※参加ご希望の方は、１月２０日までにお申し
込みください。

受託事業者：特定非営利活動法人 北九州市聴覚障害者協会（FAX 881-0114）

市内で活動中の現任登録者と、昨年度に開催された養成講

座（基礎）の修了生を対象にレベルアップ研修を開催しまし

た。平成３０年１０月から１２月に全９日間（１２項目）を

行ない、申込者２４名、延べ１３３名が参加しました。

盲ろう者通訳・ガイドヘルパーとして活動の基本となるガ

イドや通訳倫理を復習しました。また、今年度から新カリキュ

ラムとして取り入れたのは「ブレイルセンス」と「指点字」

です。どちらも点字が基本となります。「指点字」は、盲ろ

う講師から点字を教わりながら、実際に受講生が講師に指点

字で話しかけます。講師の両手の上に自分の両手を乗せて、

左右の人差し指、中指、薬指を使って、相手の指先に点字を

打ちます。初めて経験する方が多く、点字に苦戦しながらも、

盲ろう講師に伝わった時は嬉しそうでした。

今後は手話や要約筆記と併せて、点字ができ

る通訳者の輪も広げていきたいと思います。

後になりましたが、ご協力いただいた盲

ろう者のみなさん、講師陣のみなさん、あり

がとうございました。そして、受講生のみな

さんもお疲れ様でした。今後もよろしくお願

いします。

情報２ ： 日本語字幕付き上映日の映画案内（２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

『マスカレードホテル』

▶字幕上映日

２月３日(日)

～２月６日(水)

※１日１回以上上映

報告４ ： 盲ろう者通訳・ガイドヘルパー レベルアップ研修 平成３０年１０月～１２月

ブレイルセンスの使い方を解説

テーマ：アイ・ドラゴン４について

日 時：1月23日（水）13：30～

場 所：ウェルとばた７階

講 師：システムラボラトリー㈱

その他：定員30名

机で練習中(左)、講師に指点字で伝える様子(右)

予告２ ：北九州市聴覚障害者生活教室「アイ・ドラゴン４について」のご案内
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我が家の玄関には、ゼンマイ式振り子時計がチックタックと動

いています。１０年程前にフリーマーケットで一目ぼれして購入

したものの…ふと気づくとゼンマイが切れて止まっていることが

あります。年始に「止まった時計は運気を

下げる」という風水の記事を読みました。

時計は「金運や人間関係に強い影響を与え

る」そうです。止まる前にゼンマイを巻く

のは難しいので、動いていても決まった曜

日に巻く習慣をつけたいと思います。簡単

なことですが、継続することが大切ですね。

編集後記 ： 時計で運気アップ 貸出状況の出ータ

貸出人数 貸出本数

１０月 ２０ ５７

１１月 ２４ ７１

１２月 ９ ２６

総計 ５３ １５４

専任手話通訳者 盲ろう者通訳・ガイドヘルパー

個人 団体 計

１０月 ２６２ １５ ２７７

１１月 ２３０ ２７ ２５７

１２月 ２０８ ４３ ２５１

総計 ７００ ８５ ７８５

個人 団体 計

１０月 １９ ４ ２３

１１月 ２２ ３ ２５

１２月 １５ ２ １７

総計 ５６ ９ ６５

報告５ ： 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、要約筆記者）

個人 団体 計

１０月 ２０ ７ ２７

１１月 ９ １２ ２１

１２月 ６ ９ １５

総計 ３５ ２８ ６３

要約筆記者

ＤＶＤ制作のコーナー

予告３ ： ＣＳ放送「目で聴くテレビ」番組制作提供 ただいま制作中

今年２月の番組「つつうらうら」を担当します。内容は「ろう
ＬＧＢＴＱ」です。

ろうＬＧＢＴＱの活動リーダーで、大阪市に住んでいる山本
芙由美（やまもとふゆみ）さんと諒（まこと）さんです。共に
昨年８月北九州市へ４年ぶりに来られ、講演とワークショップ

を４時間ほど行ないました。
芙由美さんのアメリカ留学と研修体験などの実績を基にした

講演にスポットをあてた作品、約１０分間に編集しています。

・ＣＳ放送日＝平成３１年２月上旬

・YouTube配信＝平成３１年２月下旬予定


