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センター所長 ご挨拶
日ごろから当センターの運営にご協力を賜り、ありがとうございます。
さて、今年４月から県民交流プラザ和歌山ビッグ愛６階に移転し９時から１７時４５分まで開館、水曜・日
曜、祝日、年末年始は休館で、社会福祉法人和歌山県身体障害者連盟が指定管理者となりこれから３
年間、運営することになりました。
少し新しいセンターをご紹介しますと、スタジオを備え、より良い映像づくりを目指しています。また
交流サロンにはテーブルがホワイトボードとなっているものがあり、難聴者の方々にご活用いただい
ています。手話通訳者養成事業なども同じフロアーの研修室で開催し、字幕入り DVD の貸出はもちろ
んのこと、機器の貸し出しも行っています。職員は５名でろう職員１名を含みます。職員一人ひとりが忙
しくしておりますが、来所される方々とのおしゃべりは楽しいものです。おしゃべりの受け答えができる
よう、手話やヒアリングループ、手書きボードでの対応をしております。
今後はセンターの特色を活かせる事業を計画したり、職員間で忌憚のない意見交換、共通認識を持
つために職員会議・学習会の定例化を努力しているところです。
センターが設立して１７年目となりますが、謙虚に皆様からのご意見をお伺いしながら、センターの存
在意義を高められるよう職員一同、頑張って参りますので、ご指導、ご鞭撻のほどお願い申しあげま
す。

去る１月３０日、
第２８回手話通訳士試験結果が発表され、
島本美香さんが見事合格されました。
おめでとうございます！
これで、和歌山県の手話通訳士は３５名になりました。
（全国の結果概要…受験者数は１，０５８人、合格者は１１９人で、合格率は１１．２％）
合格についてコメントをいただきました。（以下）
「この度、手話通訳士試験に合格したところ、本当に多くの
方々からお祝いのお言葉をいただきました。ありがとうござ
いました。うれしい気持ちの反面、大きな責任を感じており
ますが、これを重圧として捉えるのではなく、毎日コツコツ
と努力をし、皆様に認めていただけるよう精進していきま
す。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。」
嶋本美香
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４月から施設が、和歌山ビッグ愛に移転しました。
従事職員と担当業務、また事業について、改めてご紹介いたします。

〇所長…小薮恵美子（総務、要約筆記養成・派遣、相談）
〇主事…前田真須伊（手話通訳者養成・派遣、難聴者サロン、日曜教室）
〇主事…西本有希（ビデオ制作、文化教室、IT 講習、ＨＰ、機関紙、災害）
和歌山ビッグ愛

〇主事…菊地めぐみ（経理、機器類・部屋の貸出）
〇主事…福田政和（通訳者養成、ビデオライブラリーの整備・貸出、相談）
職員５人力を合わせ、聴覚障害者支援のために精進してまいります。
どうぞ皆様、新センターのご活用をよろしくお願いいたします。

〇手話通訳者、要約筆記者の養成・派遣等
手話通訳者、要約筆記者の養成や派遣等を行っています。
〇字幕・手話入りビデオの貸出と制作
個人・団体・学校等に字幕・手話入りビデオの貸出、制作をしています。
〇相談支援
家庭問題や就業問題などさまざまな相談を受けています。（要予約）
〇（聴覚障害者の）各種講座
聴覚障害者を対象に、難聴者サロン、文化教室、IT 講習会、その他さまざまな講座を開催しています。
〇（手話教室等への）講師派遣・紹介
手話教室などに講師派遣や紹介をしています。
〇聴覚障害者向け災害時緊急情報等発信
聴覚障害者へ災害時に緊急情報等を発信します。（要登録）
〇会場、情報機器の貸出
会場（交流サロン）やプロジェクター、ＯＨＣ、ヒアリングループなどの情報機器等を貸出しています。
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平成 29 年度手話通訳者養成講座「手話通訳Ⅰ・Ⅱ」が開講しました。
標記講座が平成２９年５月１４日（日）に開講しました。受講者は「手話通訳Ⅰ」に１６名、
「手
話通訳Ⅱ」に１０名の申込みがあり、「Ⅰ」は１２月１７日まで１８回、「Ⅱ」は１１月２６日ま
で１７回の講座を受けます。どちらの講座も最終日に見極め試験（「Ⅰ」）や進級試験（「Ⅱ」）が
あります。
平成２９年度手話通訳士養成講座が開講しました。
平成２９年６月１０日（土）手話通訳士養成講座が開講しました。受講者は１２名。読み取り、
聞き取りの内容で、９月３０日～１０月１日の手話通訳士試験に挑みます。
平成２９年度要約筆記者養成講座パソコンコースが開講しました。
平成２９年６月１１日（日）要約筆記者養成講座パソコンコースが開講しました。
受講者は１５名。２月１８日まで２３回にわたり講座が開催されます。
平成２９年度文化教室

開催のご案内

平成２９年８月５日（土）から開催の文化教室のご案内をいたします。いずれも定員２０名。締
め切りは各講座の３週間前です。会場は、①と③は和歌山ビッグ愛６階研修室、②は南海和歌山
市駅周辺です。
ご希望の方は、当センターまでお問合せください。（FAX ０７３－４２１－６４１１）
① ８月５日（土）１３：３０～１５：３０…「ミニ日本庭園を造ろう」
材料費 3,000～3,500 円
内容…植木鉢に小さな日本庭園を造ります。お好みの苗木やコケにミニチュアを載せ、自分
好みの癒しの鉢植えを作ります。
② １１月２５日（土）１３：３０～１５：３０…「南方熊楠ゆかりの地を巡る」
内容…今年生誕１５０周年の南方熊楠は、和歌山市生まれの偉人です。語り部さんと共に
ゆかりの地を巡ります。（約２㎞）
③ 平成３０年
２月３日（土）１３：３０～１５：３０…「手作りキャンドルフォルダー」
材料費 3,200 円
内容…色とりどりのガラスやビーズを貼り付けて、きれいなキャンドルフォルダーを作り
ます。
今年度は、材料費がいつもに比べ、若干高めですが、その分皆様のご期待に添える作品に仕上
がると思っています。また、名前は知っているけれど何をした人なの？という方も多いかもしれ
ない「南方熊楠」さんのことを、史跡を散策しながら勉強します。
たくさんの方のご参加をお待ちしております！
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※平成２８年度の貸出本数は１０９本でした。

ビデオライブラリーからおススメ作品をご紹介します。他にも新しいＤＶＤが 31 作品、新た
に入荷しています。ぜひご利用ください。

『おしえてタモちゃん！～合理的配慮ってなに？～』（AA-723）
２０１６年４月にスタートした障害者差別解消法および改正障害者雇用
促進法等で謳われている「合理的配慮」とはどういうものか、田門弁護
士がわかりやすく解説してくれています。
また、聴覚障害者に対する合理的配慮を欠いた場面をドラマで再現し、
その対処法について、田門弁護士が解説します。
おすすめポイント⇒合理的配慮のことは、漠然とは理解しているんだ
けど…と思っている方も、改めて確認することや対処法を知ることが
できます。また、聴覚障害者が働く企業への啓発にもなります。

『魔女の宅急便』（FD2016-002）
魔女の少女・キキはおきてに従い、満月の夜に生まれた故郷を飛び立った。魔女は１３歳になったら
独り立ちするために、１年間、見知らぬ街で修業しなければならないのだ。黒猫のジジとお父さんから
もらったラジオをお供に海辺の町に降り立つキキ。パン屋のオソノさんや少年トンボたちに囲まれて、
空飛ぶ宅急便屋を始めたキキだったが…。魔女の少女の自立と成長を描く、いまだ不朽の名作アニメ
ーション。
おすすめポイント⇒疲れた時にこれを観ると、さわやかな風に包まれた気がします。
お子さんにはもちろん、疲れた大人にもおすすめの作品です。

『NHK スペシャル 見えず聞こえずとも～夫婦ふたりの里山暮らし～』
丹後半島の山あいにある小さな集落で、農業を営み自給自足に近い暮らしを続けている桜木好彦
さんと久代さん夫婦。今は笑顔の絶えない久代さんだが、２歳で失聴し５０歳で視力を失い、２度も自殺
を試みたという。
桜木さん夫婦は、お互いの手を触れて情報を伝える「触手話」によって会話する。
２０１４年の夏から冬を経て、春を迎えるまでの２人の生活を紹介する。
【字幕・手話付き 選択可能】
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１０月

２日（日） 手話通訳者養成講座Ⅰ・Ⅱ
PC 要約筆記者養成講座
８日（土） 手話通訳者養成講座Ⅰ・Ⅱ
１３日（木） 手書き要約筆記者養成講座
１６日（日） 手話通訳者養成講座Ⅰ・Ⅱ

PC 要約筆記者養成講座

１日（日） PC 要約筆記者養成講座
５日（木） 手書き要約筆記者養成講座
８日（日） 手話通訳者養成講座Ⅰ(串本)
９日（月・祝） 手話通訳者養成講座Ⅲ
１２日（木）

手書き要約筆記者養成講座

１５日（日）

PC 要約筆記者養成講座
手話通訳者養成講座Ⅰ（串本）

２２日（土） 手話通訳士養成講座
２３日（日） 手話通訳者養成講座Ⅰ・Ⅱ

２１日（土） 手話通訳者養成講座Ⅰ・Ⅱ

２７日（木） 手書き要約筆記者養成講座

２６日（木） 手書き要約筆記者養成講座

２９日（土） 手話通訳者養成講座Ⅰ・Ⅱ

２８日（土） 手話通訳者養成講座Ⅰ・Ⅱ

３０日（日） PC 要約筆記者養成講座

２９日（日） PC 要約筆記者養成講座

手話通訳者養成講座Ⅰ（串本）

８月
３日（木） 手書き要約筆記者養成講座
５日（土） 文化教室（ミニ日本庭園）

１１月
３日（金・祝） 手話通訳者養成講座Ⅲ

６日（日） PC 要約筆記者養成講座

手話通訳者養成講座Ⅰ(串本)

１１日（金・祝） 手話通訳者養成講座Ⅰ・Ⅱ

５日（日） PC 要約筆記者養成講座

１９日（土） 手話通訳士養成講座

９日（木） 手書き要約筆記者養成講座

２０日（日） PC 要約筆記者養成講座

１２日（日） 手話通訳者養成講座Ⅲ

２４日（木） 手書き要約筆記者養成講座

PC 要約筆記者養成講座

２７日（日） 手話通訳者養成講座Ⅰ・Ⅱ

PC 要約筆記者養成講座

手話通訳者養成講座Ⅰ（串本）
１６日（木） 手書き要約筆記者養成講座
１８日（土）

９月

手話通訳者養成講座Ⅰ・Ⅱ

２日（土） 手話通訳士養成講座

１９日（日） PC 要約筆記者養成講座

３日（日） 手話通訳者養成講座Ⅲ

２３日（金・祝） 手話通訳者養成講座Ⅲ
２５日（土）

文化教室（南方熊楠）

７日（木） 手書き要約筆記者養成講座

２６日（日）

進級試験（手話通訳Ⅱ）

１４日（木） 手書き要約筆記者養成講座

３０日（木）

手書き要約筆記者養成講座

１８日（月・祝） 手話通訳者養成講座Ⅰ・Ⅱ

１２月

PC 要約筆記者養成講座

PC 要約筆記者養成講座
２３日（土） 手話通訳士養成講座

２日（金・祝）全国統一試験（手話通訳Ⅲ）
３ 日 （ 日 ） PC 要 約 筆 記 者 養 成 講 座

２４日（日） 手話通訳者養成講座Ⅲ

２８日（木） 手書き要約筆記者養成講座

手話通訳者養成講座Ⅰ（串本）
７日（木） 手書き要約筆記者養成講座
１４日（木）

手書き要約筆記者養成講座

１７日（日） 見極め試験（手話通訳Ⅰ）
PC 要約筆記者養成講座
２４日（日） 手話通訳者養成講座Ⅰ（串本）
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１ページの住所表記に間違いがありました。
申し訳ございません。
以下のとおり訂正いたします。
【正】〒６４０－８３１９ 和歌山市手平２丁目１－２ 県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛６階
（誤）〒６４０－８０３４ 和歌山市駿河町３５番地 和歌山県身体障害者総合福祉会館４F

センターご利用案内
◇利用時間：９時～１７時４５分
◇休 館 日：水曜・日曜・祝日・年末年始
◇TEL：０７３－４２１－６３１１ FAX：０７３－４２１－６４１１
◇E-mail：w-mikan@nifty.com

■アクセス
バスの場合：
〇JR 和歌山駅から
西口１番乗り場 和歌山バス４０・４２・４３・４４・５２・５５系統番号のいずれかへ乗車
「手平出島」下車、徒歩５分 または、「北出島」下車（乗車約５分）、徒歩１０分
〇南海和歌山市駅から
８番乗り場 和歌山バス４０・４２・４４・５２系統番号のいずれかへ乗車
「手平出島」下車、徒歩５分 または、「北出島」下車、徒歩１０分
徒歩の場合：
〇JR 和歌山駅から 南へ徒歩 約２５分
〇JR 宮前駅から

北へ徒歩 約１０分

車の場合：
〇阪和自動車道 和歌山 IC 出口から 約５㎞ 約１０分
〇阪和自動車道 海南 IC 出口から 約１１㎞ 約２５分
〇JR 和歌山駅から約２㎞ 約５分
〇南海和歌山市駅から約４㎞ 約１５分
※和歌山ビッグ愛駐車料金：５０分１００円
（障害者割引あり）

