4 月 17 日（土）石川県社会福祉会館大ホールにて標記派遣説明会を開催し、総勢 98 名の手話
通訳者・要約筆記者が出席しました。
冒頭、南理事長は挨拶の中で「コロナ禍のため２年ぶりにお会い
できたことを嬉しく思うとともに、対人援助として重要な役割を担
っていただいていることに感謝している」と想いを話しました。
今年度は新たに一級手話通訳者 1 名、二級手話通訳者 3 名、パソ
コン要約筆記者 2 名、手書き要約筆記者 2 名が誕生し、南理事長よ
り登録証を授与しました。昨年度登録となった二級手話通訳者 6 名、
パソコン要約筆記者 1 名、手書き要約筆記者 1 名を紹介し、会場か
らお祝いの拍手が送られました。
（2021 年度新規登録者の紹介は次頁）
藤平施設長からは「ICT（情報通信技術）の目覚ましい発展に伴って手話通訳や要約筆記の活
動が変化しつつある。遠隔手話サービスなど距離を隔てての支援や、音声認識による文字情報な
どの新技術が期待されること、また電話リレーサービスが刷新され今年７月から法律に基づい
た公共インフラとしてスタートする」といったことが話されました。
手話通訳者・要約筆記者を取り巻
く環境は変化していますが、現場の
声を真摯に受け止め、皆様の安全・
安心に配慮した派遣を目指して参
ります。

講演「コミュニケーション支援のあり方」
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、米国認定ろう通訳士の川上恵氏にご講演いただ
きました。
川上氏は沖縄出身でアメリカのギャロデット大学に留学経験
があり、ろう通訳士として活躍されています。

今回は Zoom で沖縄と石川を繋いだ遠隔講演と
なりましたが、スライドを見るだけではなく各
自でコミュニケーションや支援について考え書
く時間もあり充実した内容でした。
結びに「各自が『当事者とのコミュニケーショ
ン』を深く考えて活動してほしい」とメッセージ
を送り、受講者は改めて対人支援について考え
る機会になりました。
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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（1 級）

谷内 絵里

①手話サークルいな
ほ、てのひら
②寝ること、漫画を読
むこと
③料理
④感謝の気持ちを忘
れず、信頼される手話
通訳者を目標に、日々
研鑽を積んでいきた
いです。

手話通訳者（2 級）
①今後入会予定
②旅行、茶道
③見どころや美味し
い物の情報収集
④転居したてなので、
一日も早く石川の手
話を身につけて、手話
でつながるご縁を大
黒本絵里子 切に活動していきた
い。

手話通訳者（2 級）

大前明日香

①手話サークル虹
②登山、読書、野球観
戦
③旅行、水族館めぐり
④まだまだ未熟です
が、ろう者との関わり
１つ１つを大切にし
て手話を楽しみ、通訳
者としての成長に繋
げたいです。

① 手 話サ ー クル い な
ほ
②ジョギング、ポケモ
ン GO、読書(漫画)
③自転車通勤
④初心を忘れず、一生
懸命がんばります。

東間 結子

要約筆記者（手書き）

南

恵美

①松任要約筆記サー
クル
②ガーデニング、ウ
ォーキング
③手話
④優しい(思いやり
のある)易しい(分か
りやすい)要約筆記
者になりたいです。

村西 優美

①能美要約筆記サー
クルみみずく、手話
サークル虹
②グルメ
③コミュニケーショ
ンボードを活用して
みたいです。
④修養を積んで貢献
したいです。

要約筆記者（パソコン）
①松任要約筆記サー
クル
②寝ること
③何も考えず寝倒し
たい
④読みやすく、分かり
やすい文章が打てる
ように頑張ります。よ
太田 倫子
ろしくお願いします。

神林

翠

①金沢要約筆記サー
クル
②好きな芸人さんの
動画を見る
③動画編集
④出会いを大切に、
お役に立てるよう頑
張ります。

この度、3 月 31 日をもちまして施設長補佐を退任することになりました。12 年間の
在任中、大過なくその任を果たすことができましたのも、皆様方のおかげと存じ、深く
感謝いたします。今後は趣味を活かし健康に気をつけていきたいと思います。
南
武
このたび、中川職員が新しく入職いたしました。皆様、よろしくお願いいたします。
10 月にこがね荘で開設される地域活動支援センター立ち上げのため、
5月
より 9 月までの間、当センターで準備かつ研修を受けていきます。誠心誠意
努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
中川英昭
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みんなの美術館 みんなと美術館

来館しやすさと楽しさを考える 10 のレッスン
聞こえない・聞こえにくい・聞こえる人が美術館の楽しさを発見・共有・発信するワークショップを
開催します。
レッスン１「あるいて、しゃべって。～美術館をお散歩しよう」
講師：柏木 陽（NPO 演劇百貨店代表）
日時：5 月 28 日（金）
・29 日（土）
両日 13:00-16:00 ※2 日間同じ内容です。
定員：各回先着 10 名程度、参加無料
※5/1（土）10 時よりウェブサイトで受付開始。コミュニケーション・サポート希望の方は、申し込
みの時にお知らせください。
詳しい内容と事前申し込みは、金沢 21 世紀美術館のウェブサイトまで→

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

奥能登

4/19～11/ 1

月

9：30～11：30

七尾市

5/ 7～12/10

金

14：00～16：00

中能登

6/ 1～11/30

火

19：00～21：00

津幡町

5/ 6～12/ 9

木

19：00～21：00

羽咋市

6/ 3～11/18

木

19：00～21：00

金沢市

4/21～12/ 1

水

10：00～12：00

かほく市

6/ 8～11/ 9

火

19：00～21：00

金沢市

4/16～11/26

金

19：00～21：00

内灘町

5/13～10/28

木

19：00～21：00

野々市市

5/25～12/21

火

19：00～21：00

金沢市

6/23～12/ 8

水

13：00～15：00

白山市

5/ 7～10/29

金

10：00～11：30

金沢市

6/18～12/10

金

19：00～21：00

白山市

7/ 7～12/22

水

19：30～21：00

白山市

7/20～12/14

火

19：30～21：10

小松市

5/13～10/28

木

9：30～11：30

小松市

5/20～10/21

木

19：30～21：00

能美市

5/12～12/8

水

19：30～21：00

能美市

5/12～11/10

水

10：00～11：30

加賀市

5/20～11/25

木

19：00～21：00

加賀市

5/20～10/21

木

10：00～12：00
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地域活動支援センターろうあハウス

Vol.19
2021 年度
令和 3 年 5 月 1 日

コロナ禍の中で新年度スタート

6 匹のメダカがこんなに・・・

新年度が始まった 4 月 1 日に新しい職員

昨年頂いたメダカが

を迎え、地域活動支援センターろうあハウス

こんなに大きく沢山仲

も新たなスタートとなりました。

間も増えて、休憩の時

「新型コロナウイルス」の猛威は止まるこ

にメダカを見るのが日

とを知らず、この先の見通しも不透明な状況

課になっております。

です。しかし、コロナ禍にも負けず利用者の
みなさんは、毎日生き生きと元気に通所して
います。
しばらくは窮屈な生活が続くと思います
が、必ず「新型コロナウイルス」に打ち勝つ
時は来ます。その時にまた利用者の皆さんと
ともに学び、協働し、喜びあえるよう、健康
とモチベーションを維持していきましょう。

行事（4/1）花見散策
4 月 1 日（木）
天候にも恵まれ

今年はどれだけの卵を産むのか？楽しみです。

て、金沢城・兼六
園を花見散策し
ました。

新職員の紹介

今年は桜の開
花が早く、新年度をスタートする良き日とな

柳川将司（ろう者）

りました。尾山神社から鼠多門橋を渡り、金

パート職員勤務

沢城内から兼六園へ向かうコースです。

(月～金 9:00～16:00)

お天気も良く青空に満開の桜が咲き乱れ
ており、素晴らしいお花見となりました。
兼六園の茶店でお花見団子と温かいお茶
をいただいて、心も体もほんわかリフレッシ
ュできたと思い
ます。最高のス
タートとなりま
した。

新職員のコメント
「4 月からろうあハウスに入りました柳川将司で
す。明るく元気に利用者の皆さんと一緒に頑張り
たいと思います。よろしくお願いします。
」
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