
納涼内海大橋

■こんな中での聴覚障害者の自己防衛の

方法を聞くと、

①出発の数日前に切符を購入しておく。

②みどりの窓口での手続き時間や混雑を

考えて時間に余裕をもって駅に向かう。

などを実践しておられる方が多いよう

です。

■しかし、発券機での障害者割引切符の

購入が簡単にスピーディーに、どこでも

できるように改善してほしいものです。

■ＪＲ福山駅のみどりの窓口の営業時間は昨年から

８時～２０時に短縮されています。みどりの窓口が

廃止されている駅もあります。切符購入は発券機を

使うようになり、障害者割引切符購入の場合はオペレーターと対話しながら障害者手帳を発券機のカ

メラにかざします。みどりの窓口が開いている時は、もちろん今まで通り、対面で購入できます。

■聴覚障害者は、駅員さんとの対面方式の購入が気楽です。障害者手帳や旅程のメモを窓口の駅員さ

んに渡せば済みます。でも、急な旅行で駅に行くと、みどりの窓口が閉まってる・・・ネットに障害

者の悩みが載っていました。

◆Ｑ１ 私は聴覚障害者です。みどりの窓口がない有人駅で障害者割引を買う方法を教えてくださ

い。券売機には障害者割引のボタンが無く、改札の駅員さんに障害者割引切符が欲しいと伝えまし

た。ここではできないと言われ、乗車駅証明書を渡されて下車駅で精算してほしいと筆談で伝えられ

ました。車内で検札は無く、目的地の無人駅の改札の精算機は乗車駅証明書を受け付けません。イン

ターホンは使えず、私は途方にくれました。

◆Ａ１ みどりの窓口が無くても、下車駅の出札窓口で割引乗車券が買える。ただ、出札窓口も無い

駅の場合は、車掌や途中駅の駅員に乗車駅証明書を渡して購入する。便宜的に、小児用の乗車券を購

入し駅員に障害者手帳を見せて証明してもらう方法もある。

◆Ｑ２ 余裕をもって駅に到着したのに、みどりの窓口が大混雑、出発時間が迫ったときはどうすれ

ばよいでしょうか？（時間外で閉まってる）

◆Ａ２　駅員に状況を伝え、指示に従う。

■みどりの窓口が廃止されたＭ駅の発券機の前に数人の人が並んでいました。学生さんが定期券の購

入で、テレビ画面のオペレーターの音声の指示に従って操作していました。１０分くらいで学生さん

が終えたあと、Ｍ駅以外の駅でも５人が順番を待っていると発券機に表示されていました。Ｍ駅で並

んでいる人は６番目になります。時間がかかることでしょう。

１５３号

２０２２年

７月１日

西町１丁目１９-２



講　師  若林　佐都子　さん

日　時  ８月８日（月）13：30～15：30

場　所  支援センター会議室

持参物  ハサミ・カッターナイフ・写真や絵

材料費  １,０００円

定　員  １０名

締切り  ７月２４日（月）

日　時  ８月６日（土）10：00～12：00

場　所  支援センター会議室

講　師  山中　真美　さん

持参物  タオル・水分補給の飲み物

締切り  ８月４日（木）

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。

いすに座って、ゆったりと、

無理なくできる運動をします。

暑くなって

きたので、

飲み物を

忘れずに‼

みんなで楽しく

おしゃべりしましよう♪

7/ 2(土) たのしい体操

7/ 5(火) アロマで虫よけ・保冷剤で芳香剤

7/ 7(木) 暮らしの中の書

7/ 9(土) パソコン講座(中級)

7/14(木) 紙芝居

7/16(土) パソコン講座（初心者）

６月１６日（木）

７月７日（木）

時間・場所・内容などは

前回ご案内した通りです。

あらためて参加の申込を

よろしくお願いします。

締め切り：７月５日（火）

「暮らしの中の書」が、講師の

都合で、延期になりました。

グラスアート
ステンドグラスのような写真立てを作ります。

ガラスを使わず、アルミシートや色シールを

貼って作るので、簡単に、素敵な写真立てが

できます。

お気に入りの写真や絵など、飾りたいものを

持ってきてくださいね(*^-^*)

7月23日（土）13:30～15:30

場所：支援センター会議室



　
 

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

　　　　　　　　　 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

　６.　勤 務 日 　　概ね週５日の勤務（土、日勤務有）
　７.　勤務時間　　８：４５～１７：３０
　８.　給　　与　　月給１６０，０００円
　９.　交 通 費 　　支給

　４.　要　　件　　聴覚障害者の来所に対応でき、かつ、

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）
　２.　募集人数　　１人
　３.　業務内容　　センター行事企画、経理、事務（来客対応、
　　　　　　　 　　電話対応）、生活相談など

夏休みに

手話や聴覚障がい者のコミュニケーション方法を

学んでみませんか

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。

小学生の手話教室

夏休み企画

福山市聴覚障害者地域活動支援センター

８月２日（火）、５日（金）、９日（火）、１９日（金）、２３日（火）

日にち

Ａコース ５回 １０：３０～１２：００ （定員１５人）

Ｂコース ５回 １３：３０～１５：００ （定員１５人）

時 間

会 場

▪ 対象学年 小学４年生～６年生

▪ 参 加 費 無料 （テキストは無料で配布します）

▪ 受付期間 2022年7月１日（金）～２２日（金）

▪ 定 員 各コース１５人

※申し込み多数の場合は７/23に抽選を行います

新センター長

就任のお知らせ

６月２３日付けで

門田潤美センター長が

就任しました。

どうぞよろしく

お願いいたします。

① 名前 ② 住所 ③ 電話またはFAX番号

④ 学校名 ⑤ 学年 ⑥ 緊急連絡先

⑦ 希望のコース

①～⑦を書いて郵送またはFAXで申し込みしてください

申込先……福山市聴覚障害者地域活動支援センター

郵送の場合 … 〒720-0067 福山市西町一丁目１９－２

FAXの場合 … 0 8 4 - 9 7 3 - 8 5 7 8

申し込み方法

懸賞・・・！？



月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7

小学A① 休所 小学A② ヨガ

小学B① 難聴手話 小学B② 字幕

8 9 10 11 12 13 14

小学A③

手話研Ａ 小学B③

15 16 17 18 19 20 21

小学A④

小学B④ 初PC

22 23 24 25 26 27 28

小学A⑤ 休所

小学B⑤ 難聴読話 サロン PC要約

29 30 31

午前

休所 休所 休所午後

午前

休所午後

夜間

夜間

午前

午後

夜間

午前

休所 休所 休所 休所

８月

午前

午後

夜間

夜間

休所午後

夜間

午後
音声入力勉強会

西公民館
難聴読話

すこやかセンター

午前 休所

25 26 27 28 29 30 31

18 19 20 21 22 23 24

午前

休所 休所午後
サロンすまいる
支援センター

夜間

字幕
すこやかセンター

午後
手話研修講座A
すこやかセンター

初心者パソコン
支援センター

PC要約
すこやかセンター

午前

休所

紙芝居
支援センター

夜間
手話研修講座B

すこやかセンター 休所

11 12 13 14 15 16 17

夜間

午後
手話研修講座A
北部市民センター

難聴読話
すこやかセンター

パソコン講座
支援センター

午前 休所
暮らしの中の書
支援センター

4 5 6 7 8 9 10

午後

午前
楽しい体操
支援センター

夜間

７月
月 火 水 木 金 土 日

1 2 3

■ろうあ者相談員駐在日

月曜（第２・第４）午前

木曜（第２・第４）午後

土曜（第３）午後

日曜（第４）午前

■難聴者相談員駐在日

土曜（第４）午後

手話研Ａ

音声入寮

アロマで虫よけ


