
７月１日から、「聴覚障害者等による電話の

利用の円滑化に関する法律案」による電話リ

レーサービスが本格的に実施されます。

６月２２日の全国紙にリレーサービスの開始

を紹介する全面広告が載りました。『「もしも

し」の手話がない理由』と大きくキャッチコ

ピーが書いてあります。聴覚障害者は電話を利

用できないので、「もしもし」に相当する手話

は確かにありません。聴覚障害者のコミュニ

ケーションは対面が基本で、人に呼びかけると

きは、肩を軽く叩いたり、手をひらひらさせる

動作になります。広告では「もしもし」の手話

のない理由を「それは、これまで電話が、きこ

えない人にとって遠い存在だったから。」とし

ています。

聴覚障害者の通信手段は ファクス➡ポケベ

ル➡ガラケー➡スマホ　と進化してきました。

ファクスは持ち運びできませんが、ポケベル

は身につけることができ、外出時も通信できる

ようになりました。ただし、外出時は公衆電話

を必死に探していましたが・・・。

　ガラケー時代になると、どこからでも通信で

【「ユニバーサルサービス制度」とは】固定電話、公衆電話、緊急通報（１１０番
や１１９番など）は、国民生活に不可欠なサービスとして日本全国あらゆるところ
で提供されるべきと法律で定められています。
この３つの電話サービスのことを「ユニバーサルサービス」といいます。「ユニ
バーサルサービス」は各電話会社が電話利用者からユニバーサルサービス料として
だいたい月３円徴収して、このサービスの維持に使っています。

きるようになりました。

現在のスマホは、ビデオ通話という聴覚障害者にとって非常に便利な機

能が使えます。液晶画面を通して顔を見ながらのリアルタイムの通信がで

きるようになり、格段と通信の質が深まりました。このビデオ通話は聴覚

障害者同士のやり取りにうってつけの方法です。

これからはリレーサービスによって、今まで通信（通話）できなかった

人たちと簡単にやり取りできるようになります。このサービスが普及した

ら「もしもし」に相当する新しい手話ができるかも(^^)

このリレーサービスは、やり取りをする時間の通信料は自己負担です

が、介在する手話通訳者などの利用料は無料です。各電話会社は、２０２

１年度は７月以降、電話利用者から各月１円（年度内で計７円）を「電話

リレーサービス料」として徴収します。これがリレーサービス事業者に支

払われサービスが維持されます。電話の「ユニバーサルサービス制度」に

似た運営です。多くの人に支えられて実施されるサービスです。

海をきれいに

１４１号
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講　師  三橋　あゆみ　さん

日　時  8月30日（月）10：00～12：00

場　所  支援センター会議室

持参物
 プラスチック製スプーン（鉢に土を
 入れる）・ビニール手袋・ウエット
 ティッシュ・汚れてもいい服装

材料費  700円

定　員  8名
日　時  8月1日（日）13：30～15：30

締切り  8月20日（金）
場　所  支援センター会議室

定　員  8名

締切り  7月25日（日）

講　師
 的場　せつ子　さん
 川上　めぐみ　さん

持参物  カメラ付きノートパソコン・筆記用具

参加費  無料

最近ではコロナの影響もあり、WEB会議が増え

てきました。中でも、「Zoom（ズーム）」は、

その使い勝手の良さからまたたく間にポピュラー

になりWEB会議ツールの

代名詞となっています。

「Zoom（ズーム）」の

ダウンロードから使い方

について、一緒に学んで

みませんか。

お楽しみ講座パソコン講座

コロナウイルス感染症の

関係で、開講日直前に講

座が中止になることもあ

ります。

ご了承ください。

講座案内

ズーム

【注意】

※Windows8.1以上で、カメラ内蔵のパソコン、

または外付けのWEBカメラを持参してください。

※Windowsとウイルスソフトのアップデートを済

ませてきてください。

七夕にそうめんを食べるというお話、聞いたことありますか？

七夕は中国古代の民間伝承がもとになっています。

七夕にそうめんを食べる風習は意外に古く、平安時代にさかのぼると伝えら

れています。

昔、皇帝の子どもが7月7日に亡くなりました。子どもは鬼神となり、高熱が出る病を世間に流行ら

せたのです。子どもの魂を鎮めるため、子どもの好物であった索餅（さくべい）を供えたところ、

流行病はおさまり、平穏な日々が戻りました。

それ以降、中国では健康と無病息災を祈って、七夕に索餅を食べるのが習慣になったそうです。

索餅は索麺（さくめん）とも呼ばれていて、それがそうめんに変化していったとも言われています。

鉢を素敵な容器に作り直して、

多肉植物の寄せ植えをしませんか。

※鉢のサイズ…高さ7cm、上の円の直径約7.5cm。

※時期により植える多肉植物の種類は変わります。

ペンキで好みの

色に塗ります。



ワクチン接種

7月24日（土）13:30～15:30

場所；支援センター会議室

２ヵ月お休みしましたが、７月から再開します。

久しぶりに楽しくおしゃべりしましよう♪

楽しい体操

日 時；８月７日（土）10：00～12：00

場 所；支援センター会議室

テーマ；～☆カラーボールを使って楽しく運動☆～

講 師；丸山 隆 さん（ライフサービス）

参加費；無料

※タオル・飲み物を持ってきてください。

ボールを用いることで、様々な筋肉を

鍛える体操の幅が広がります。

無理なく楽しく体を動かしましょう。

答え

問１Ｂ 超広域に被害が予測される南海トラフ巨大地震な

どに備えると、１週間分以上の確保が必要。

問２Ａ もともとアウトドア用品だったアルファ化米。

お米が主食の日本人にとって、なくてはならない

非常食のひとつ。

問３Ａ 直射日光が当たると、バクテリアが繁殖しやすく

なり飲めなくなる。水道水を煮沸すると塩素がと

んでしまい保存ができなくなる。

防災クイズ ～非常食編～

水害の多い時期になりました。クイズを通して

必要な知識を把握し、災害に備えましょう。

第１問 南海トラフ地震などの巨大地震に備えて最低何日

分の非常食を用意しておくのがよい？

Ａ.３日 Ｂ.７日

第２問 水やお湯をそそぐだけで食べられるお米の名前は

何でしょう？

Ａ.アルファ化米 Ｂ.干し飯

第３問 飲料水を備蓄する時に気をつけることは？

Ａ.直射日光の当たらない場所に置く

Ｂ.水道水は煮沸して保管する

毎月第3土曜日

時 間；13：30～15：30

場 所；支援センター会議室

講 師；川上 めぐみ さん

参加費；110円（テキスト代）

定 員；8名

締切り；7 月10日（土）

※詳しい日程表は、７月17日（土）の

講座の時に渡します。
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過去のデータによると、

七夕の日に晴れて天の川が

見られたのは３割程度。

今年はどうでしょうか…

梅雨の中休みに期待したい

ですね。


