4 月 16 日（土）石川県社会福祉会館大ホールにて派遣説明会を開催し総勢 78 名の手話通訳者・要
約筆記者が出席しました。
初めに達磨理事長からご挨拶をいただき、藤平施設長からは ICT
（情報通信技術）化により派遣現場が大きく変化していることを話され
ました。
今年度は新たに二級手話通訳者 4 名が加わり、理事長から登録証を
授与されました。また手話通訳士に合格した 2 名が紹介され、会場か
らお祝いの拍手が送られました。
（2022 年度新規登録者の紹介は次頁）

派遣説明会に引き続き手話通訳者・要約筆記者合同の
現任研修会を実施し、東京手話通訳等派遣センターの高
岡正センター長に Zoom でご講演いただきました。
東京都の手話通訳・要約筆記派遣について現状と課題、
その対策と今後の展望をお話しいただきました。また社
会の新しいニーズに対応するため多角的な研修を実施していることに触れ、意思疎通支援を担う役割
の重要性を学びました。

触手話や点字、盲ろう疑似体験や移動介助の方法を学びます。興味のある方はお問い合わせください。

日 時：令和 4 年 6 月 25 日（土）～10 月 29 日（土）全 10 回
対 象：石川県内在住で 18 歳以上の方（高校生不可）
会 場：石川県社会福祉会館・地場産業振興センター（予定）
費 用：教材費として 5,000 円（ろうあ石川購読料を含む）
締 切：6 月 17 日（金）
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詳細は、当センターの
ホームページにある
案内チラシをご覧ください。

質問してみました ①サークル名②趣味③今後やってみたいこと④これからの抱負
手話通訳者（2 級）

大西 優美

髙畠 千晶

①手話サークルいなほ
②食べること。パン屋め
ぐり、カフェめぐり
③断捨離
④安心できる手話通訳
者を目指して、日々成
長していきたいです

①あての会、つつじの会、WILL
②オーディション番組を
見る、ハンドメイド
③ニットソーイング、
作品を販売する
④安心、そして信頼され
るよう精進します

野村みね子
①あての会
②カフェ巡り
③家庭菜園
④ろう者の気持ちに寄り
添える手話通訳者にな
れるよう努力します

保倉 幸代
①今後入会予定
②温泉めぐり
③石川県についてたくさ
ん学びたい
④技術を磨き、経験を積んで
通訳者として日々励みます

令和 4 年度 石川県手話通訳者養成講座（通訳Ⅲ） 開講
令和 4 年度石川県手話通訳者養成講座（通訳Ⅲ課程）を、４月 2 日（土）石川県社会福祉会館
にて開講しました。今年度もコロナ禍の為、残念ながら全課程が集まっての開講式は行えません
でしたが、２月下旬から続いたまん延防止期間がやっと明け、無事開講式を迎える事が出来まし
た。
達磨理事長からは、
「感染症対策を講じながら、受講生同士しっか
り学び合って欲しい」と激励の言葉が贈られました。
開講式終了後は、東京に居られる小薗江聡講師とオンラインでつな
ぎ、特別講座を行いました。
日本手話の特徴を様々な視点や課題で分かりやすく教えて下さる小
薗江講師の講座に、受講生たちは真剣な表情で臨んでいました。

標記説明会を 4 月 2 日（土）石川県女性センターで開催しました。出席者は 37 名（内ろう
者 12 名）でした。新規登録者（7 名）の加藤康士さん・加藤佳子さん・宮河春樹さん・大前
明日香さん・中川英昭さんに、今後の抱負を一言ずつ述べていただきました（欠席者：免坂智
恵子さん・藤井由美さん）
。皆さまのご活躍を期待しています。盲ろう者向け通訳・介助員派
遣制度を公的派遣制度として運営していくため、利用者（盲ろう者）が派遣センターではなく
通訳・介助員に直接依頼をしていることに関して、達磨理事長より通訳・介助員皆さまにご協
力いただきたい事をいくつかお話いたしました。盲ろう者
から直接、依頼を受けた際には、派遣センターへ依頼する
よう盲ろう者に促していただきますよう、皆様のご協力を
お願い致します。
また、今年度より手話通訳者・要約筆記者と同じように通訳・介助員の皆さまにも「けいわ
ん検診」をご受診いただけることになりました。自身の体の状態を確認し、元気に長く活動を
続けるために是非お役立てください。今年度も派遣事業へのご理解とご協力をよろしくお願い
致します。
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2022 年 3 月 19 日(土)石川県社会福祉会館４階大ホールにて、県登録手話通訳者・要約筆記者現
任研修を実施しました。
講師に金沢大学教授の武居渡先生をお招きし「ろう教育について」
「難聴児支援センターについて」
の２コマご講演いただきました。
武居先生のご講演で、ろう教育の歴史、様々な状況の変遷や課題を学び、難聴児支援の過去・現
在・未来を知ることができました。
また講演前には「ろう教育を考える全国討論集会」より、ろう教育について県聴覚障害者協会福
祉対策委員の嶺藤至さんにご報告いただきました。
石川県に「まん延防止等重点措置」が実施されている中、現任研修として初の試みとして会場で
の受講に加え Zoom による遠隔受講を行いました。県ろう協会員も参加いただけるよう手話通訳・要
約筆記を１画面に表示しました。様々な事情で会場に来ることが困難であったり、遠距離移動を避
けることができるなどメリットがあった一方、Zoom の操作や通信回線に不安があり視聴しづらかっ
たという意見もいただきました。今後も研修を受講しやすいよう改善していきます。

この度、佐藤職員が入職されました。皆様、よろしくお願いいたします。
４月から能登就労支援事業所やなぎだハウスに勤務しています。
きこえない、きこえにくい人の能登地域の拠点となる土壌を築いてこられた先輩方
や地域の皆様とともに、笑顔のある事業所を継続させていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
佐藤香苗

お問い合わせは各市町福祉課担当へ
すでに募集を締め切っている地域もあります。開講等の詳細は各地域の担当課へご相談ください。

入門編

基礎編

七尾市

6/24～12/ 9

金

14：00～16：00

奥能登

4/18～12/19

月

10：00～12：00

津幡町

6/16～12/ 1

木

19：00～21：00

中能登

5/17～12/13

火

19：00～21：00

野々市市

6/ 1～11/ 2

水

19：00～21：00

羽咋市

4/21～12/ 1

木

19：00～21：00

金沢市

6/ 7～11/15

火

10：00～12：00

かほく市

5/17～12/13

火

19：00～21：00

金沢市

6/ 9～11/24

木

19：00～21：00

内灘町

5/12～12/15

木

19：00～21：00

白山市

5/27～10/28

金

10：00～11：40

金沢市

4/13～11/30

水

13：00～15：00

白山市

5/25～10/12

水

19：30～21：10

金沢市

4/ 8～12/ 2

金

19：00～21：00

小松市

5/19～10/20

木

10：00～11：30

白山市

5/10～10/25

火

19：30～21：00

能美市

5/18～11/ 9

水

19：30～21：00

小松市

5/20～11/ 4

金

19：30～21：30

加賀市

5/12～10/20

木

19：00～20：30

能美市

5/18～12/21

水

10：00～11：30
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やなぎだハウス Facebook は、こちら👉

やなぎだハウス職員が約一年間かけて作成した能登町
公民館キャラクターが、北國新聞・北陸中日新聞にて掲載
されました。公民館１５館のうち、１３館をやなぎだハウ
ス職員が担当させていただきました。キャラクターひとつ
ひとつに、それぞれの公民館の特色、地域性が込められて
います。これを機に、その地域の特色について興味を持つ
きっかけになれば嬉しいです。それらのキャラクターは、
チラシやポスターなど、今後の活動などで使用されるよう
ですので、楽しみにしていてください(^o^)今回ご縁をい
ただきました能登町教育委員会事務局ご担当者様、各公民
館のみなさま、どうもありがとうございました。

4 月 15 日（金）
、能登町公民館様より、
「地域の方とのお茶
会」のお誘いをいただき、やなぎだハウスにて開催させていた
だきました。利用者のなかには「お茶会は初めて」という方も
おられましたが、担当者
様の丁寧な解説もあり、
日本の伝統の文化に触れながら地域の方々との交流を深
めとてもいい機会になりました。能登町公民館様、この度
はどうもありがとうございました。またこのような機会が
あればぜひ声をかけていただきたいです(^o^)
この度、やなぎだハウスを退職させていただくこととなりました。やなぎだハウスの開所時か
ら、多くのみなさまにご支援をいただきましたことに大変感謝致します。ありがとうございまし
た。引き続き、やなぎだハウスへのご支援をどうぞよろしくお願い致します。

春木 健也

4 月から、やなぎだハウスに勤務しています。毎日がとても新鮮です。利用者一人ひとりが楽
しく通所してくれるよう、4 名の職員で力を合わせて頑張ります。よろしくお願い致します。
佐藤 香苗
-4-

