
■不良な子孫の出生防止のため１９４８年に成

立した「旧 優生保護法」の下、２５０００人

以上（政府調査）の障害者に不妊・中絶手術が

なされていました。

■２０１９年に、憲法１３条（自己決定権）、

１４条（法の下の平等）に違反するとして国に

損害賠償を求める裁判を全国各地の障害者が起

こしました。全国９か所の裁判では４件の違憲

判断が出ましたが、賠償責任は除斥期間（時効

のようなもの）として認めませんでした。

■この流れの中で、国は１人３２０万円の一時

金の支給を決定しました。一方、裁判は継続さ

れ、聴覚障害の夫婦と知的障害の女性が控訴し

た大阪高裁の第２審で、２月２２日、賠償責任

を認めるという逆転判決が出ました。
春の風

■３月４日から１０日まで、同じ北京でパラリンピックが開かれます。こち

らは、スポーツを通してよりよい共生社会を実現することを理念とするＩＰ

Ｃ（国際パラリンピック委員会）の主催です。４種の雪上競技（アルペンス

キー、クロスカントリー、バイアスロン、スノーボード）、２種の氷上競技

（パラアイスホッケー、車いすカーリング）の７８種目で約６００人のパラ

リンピアンが競います。男女別・個人の競技が多く、男女混合種目はカーリ

ングだけですが、障害を持つ選手の活躍が楽しみです。

■「北京大会」は「ＢＥＩＪＩＮＧ ２０２２」、中国での発音を英語で

「ベイジン」と表記したものです。日本では「ペキン」と発音しますね。日

本の東京（とうきょう）は英語表記で「ＴＯＫＹＯ」（トーキョー）。「２

０２０東京オリ・パラ」がコロナで１年延期され２０２１開催、２年連続し

てのオリ・パラとなりました。

新鮮でした。スピードスケート（高木さんが金）、大会最終日のクロスカントリー（石田さん）、なども

競技の締めくくりは女性の決勝でした。「平等」ということばにふさわしいと思いました。

■２月４日に開会式があった北京オリンピックが２０日に閉会しました。世界各国

から約３０００人の選手が集まりました。７競技１０９種目に力と技術を競いまし

た。４５％(１３１０人)は女性。１２種目が男女混合の競技でした。ジャンプや

フィギュアスケートの団体戦をテレビの前で応援した人も多かったでしょう。

■ＩＯＣは「平等」を掲げており、女性選手の数や男女混合の種目が増えました。

また、フィギュアスケート（坂本さん）は、男性決勝⇒女性決勝⇒ペア決勝の順、

カーリング（ロコ・ソラーレ）は女性の決勝で締めくくられていました。国内の

フィギュアのＮＨＫ杯などは締めくくりは男性の決勝で、オリンピックのやり方は
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締切り  4月15日（金）

定　員  ８名 材料費  500円

締切り  4月8日（金） 定　員  ８名

講　師  トモテツセブン　松岡さん　他 講　師  エコローズ企画スタッフ

参加費  無料 持参物  針・糸・布が切れるハサミ

日　時
①4月15日（金）10：00～12：00
②4月22日（金）10：00～12：00 日　時  4月26日（火）13：30～16：30

場　所  支援センター会議室 場　所  支援センター会議室

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・延期になるこ

ともあります。

ご了承ください。

日 時；4月2日（土）10：00～12：00

場 所；支援センター会議室

テーマ；ストレッチボールで簡単体操

講 師；丸山 隆 さん（ライフサービス）

参加費；無料

スマートフォンの基本操作、マイナンバーカード

の申請手順、福山市AI案内サービスの利用方法な

ど学んでみませんか。

スマートフォンを持ってない

人には貸し出しがあります。

※当日は実際にマイナンバーカードの申請はし

ません。申請方法を学んで、自宅に帰ってか

ら申請してください。

足つぼの刺激にもいい健康的な布ぞうり。

これからの季節に重宝します。

古布を再利用するので環境に優しく、布生地の

柔らかい履き心地がとても気持ちいいです。

丸洗いができてお手入れが簡単、いつでも清潔

に使えます。

楽しい体操

※タオル・飲み物を持ってきてください。

空気を少し抜いた柔らかいボールを使って体

操をします。

ボールを潰したり、握ったり、

体幹に沿って転がしたりしなが

ら筋力トレーニングやストレッ

チ運動を行います。

日にちが変更になりました。

１回目 ３月１２日（土）10：00～12：00

２回目 ３月２６日（土）10：00～12：00

お間違えのないようお気を付けください。

～交流サロンすまいる～

３月はお休みします。

※申込時に、機種（アンドロイド、iPhone、

らくらくホン等）をお知らせください。



　
 

１０.　提出書類　　履歴書（簡略なもので可、最終学歴、 　　　左に同じ
　　　　　　　 　　最終職歴を記入）

　７.　勤務時間　　８：４５～１７：３０ 　　　応相談
　８.　給　　与　　月給１６０，０００円 　　　時給９００円
　９.　交 通 費 　　支給 　　　左に同じ

　　　　　　　　　 聴覚障害者の職員との対応ができる人
　５.　勤務場所　　福山市聴覚障害者地域活動支援センター 　　　左に同じ

　６.　勤 務 日 　　概ね週５日の勤務（土、日勤務有） 　　　応相談

　３.　業務内容　　センター行事企画、経理、事務（来客対応、 　　　左記の補助
　　　　　　　 　　電話対応）、生活相談など
　４.　要　　件　　聴覚障害者の来所に対応でき、かつ、 　　　左に同じ

　次の要領で指導員を募集します。希望者は必要書類を添えて申し込んでください。

　１.　職　　種　　指導員（常勤） 　　　指導員（非常勤）
　２.　募集人数　　１人 　　　１人

フリスビー

センター職員を募集しています

※ 書類提出後に面接日を連絡します。

2022年度も連続パソコン講座を引き続き開講します。

≪講座日程≫

毎週第2土曜日

時 間；13：30～15：30

場 所；支援センター会議室

講 師；熊谷 隆次 さん

参加費；無料

定 員；８名

締切り；４月２日（土）

※詳しい日程は、4月９日（土）の講座の時に渡します。

福山市手話講習会（入門編）

４月開講コース（全20回）

手話を学んでみませんか？

・すこやかセンター（三吉町南）

毎週月曜日 10：00～12：00

・労働会館 みやび（南蔵王町）

毎週月曜日 14：00～16：00

・かんなべ市民交流センター（神辺町）

毎週水曜日 19：00～21：00

・西部市民センター（松永町）

毎週木曜日 19：00～21：00

・すこやかセンター（三吉町南）

毎週金曜日 19：00～21：00

詳しくは、福山市の広報誌、福山市社会福

祉協議会のホームページをご覧ください。

今まで受講していた方も

改めて申し込みをしてください。



月 火 水 木 金 土 日

1 2 3

体操

4 5 6 7 8 9 10

休所

手話研Ａ 難聴手話 PC中級

11 12 13 14 15 16 17

スマホ① 字幕

CAS 初心者PC PC要約

手話研 B 休所

18 19 20 21 22 23 24

休所 スマホ②

手話研Ａ 難聴読話

手話研 B

25 26 27 28 29 30

布ぞうり

３月
月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6

午後

午前

休所

夜間

7 8 9 10 11 12 13
パワーポイント①

支援センター
字幕
zoom

午後
CAS

人権交流C
パソコン講座
支援センター

PC要約
zoom

午前

休所

夜間
手話研修講座B

駅家公民館

14 15 16 17 18 19

健康教室
支援センター

難聴読話
すこやかセンター

初心者パソコン
支援センター

20

午前
健診

健診センター 休所

休所午後

21 22 23 24 25 26

夜間

27

午前

休所 休所

パワーポイント②

支援センター

午後
福山城の歴史
支援センター

夜間

28 29 30 31

午前

休所午後

夜間

４月

午前

午後

夜間

休所午後

夜間

午前

午後

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

夜間

午前

休所 休所 休所

■ろうあ者相談員駐在日

月曜午後（第２・第４）

木曜午後（毎週）

土曜午後（第１・第３）

日曜午前（第２・第４）

■難聴者相談員駐在日

土曜午後（第４）

手話研修講座A
すこやかセンター


