
　日本政府は早期締結をめざしていましたが、障害者団体は国内法が

不備な中での批准には反対していました。それを受けて、法律の中の

｢欠格条項｣の削除、１１年に｢障害者虐待防止法｣、１２年に障害者総

合支援法、今年６月に｢障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律｣が成立するなど、国内法令がある程度整備されてきて、今回の批准

になりました。

　聴覚障害者関係では、障害者基本法(１１年８月)の中で手話が言語

と明記され、今年後半には鳥取県と石狩市で｢手話言語条例｣が可決さ

れました。福山市議会でも、｢手話言語法の制定を求める意見書｣が全

会一致で可決され首相や衆参議院に送られます。

　障害者の人権が日本以上にしっかりと尊重されている国はいくらで

もあります。これからは条約という国際的な基準に照らし合わせ、他

国も参考にしながら、日本国内の状況を考えていくことができるよう

になります。

　障害者の福祉の向上のため、今年も支援センターではさまざまな活

動を行いたいと思います。よろしくお願いします。

照らす

皆さまのご健康とご活躍をお祈りいたします。

今年も支援センターの活動へご支援、ご協力をお願いいたします。

                                                      支援センター職員一同

　あけまして

　　おめでとうございます

２０１３年１２月４日に参議院で｢障害者権利条約｣が承認されました。この条約は０６年１２月に国連総会で採択

され、０８年５月に発効しました。主要８カ国(Ｇ８)のうち日米以外の国や中国、韓国など、計１３７カ国と欧州連

合が締結済みでした。

条約は｢障害に基づくあらゆる差別｣の禁止や、障害者の権利・尊厳を守ることをうたっています。障害者は社会か

ら排除されてきた歴史があります。近世では特に、｢障害者は能力がない｣として参加を制限され、この考え方が長い

間はびこって障害者に対する差別意識が固定されてきました。しかし、権利条約では、障害者は能力がないのではな

く、｢社会的に能力を制限されるようになっている｣と定義付けています。障壁は社会にあり、差別的な取扱いが原因

であるとする社会モデルです。この考え方を基に、移動・情報・司法・医療・介助・住宅・教育・労働などさまざま

な分野で締結国は｢完全参加と平等｣のための対応を求められます。

障害者権利条約が批准されました。
１月から発効します
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場 所  支援センター隣の部屋

　女の子の健やかな成長を願う行事雛祭り。平安

中期に始まったといわれています。

大きな桜の花びらの上に小さな可愛いお雛様。

襟元には７枚の着物を重ねます。

後で三人官女をつけ足せば、豪華なひな飾りにな

ります。

講 師

参 加 費

場 所  支援センター隣の部屋

 無　料

 パワーポイントのソフトの入ったパソコン

 熊谷　龍次さん

㊟ 申込多数の場合は２回講座を開きます。

 １月２５日（土）

持 参 品

締 切 り

講 師  熊谷　龍次さん

　今年もパソコン講座を開催します。１００

円ショップにある「 Excel 」「 word 」の

テキストを使って進めます。各自テキストを

を購入して持参してください。

他に習いたいことがあれば言ってください。

 １３：３０～１５：３０

日 時
 １回目 2月 １日（土）  9:30～12:00

 ２回目 2月  8日（土）   9:30～12:00

 ３回目 2月15日（土）13:00～15:30
時 間

開催日
土曜日

　 1月11日　2月  8日　3月  8日
　 4月12日　5月10日　6月14日
    7月12日　8月  9日　9月13日
１０月11日 11月  8日 12月13日

　限られた時間に必要な情報を正確に伝達するに

はパワーポイントは効果的です。文字に動きをつ

けたり回転させて画面に引きつけます。知って得

するパワーポイント講座。パワーポイントのソフ

トが入っている、バージョン２００７以上のパソ

コンを持参してください。

参加費

締切り

持参品  パソコン「 Excel 」「 word 」のテキス

 1月 １０日（金）

 無　料

テーマ：漢方ってなぁに？

　　　　よく聞く言葉「漢方」知ってるよう

　　　　で知らない漢方の知識を学びます。

日時 ２月２日（日）１０:００～１２:００

テーマ：体の体操！頭の体操！

　　　全身リフレッシュ！心地良いです！

日時 ２月２日（日）１３:３０～１５:３０

＊場所はどちらも支援センター隣の部屋

ひと針ひと針心をこめ
て！

参 加 費 ５００円

持 参 品 針　糸

締 切 り １月２５日（土）

日 時 ２月１日（土）１３:３０～１５:３０

場 所 支援センター隣の部屋

講 師 隅田　時子さん

初心者パソコン講座 パワーポイント講座 

健 康 教 室 

たのしい体操 

ミニお雛さま飾り  



ひまわり 自由と正義    天秤 公平と平等

　

法律教室も今年で４回目になります。
講師はお馴染みの本田弁護士です。
　１回目　「財産の相続パートⅠ」
　２回目　「財産の相続パートⅡ」
　３回目　「損害賠償」

今年のテーマ｢身近な法律問題 ｣

知らなく困る事、知って得する事が沢山ありました。
いろんな事例をもとにクイズ形式で学ぶ講座です。
クイズに挑戦しながら楽しく学びましょう。

　　写真で振り替える講座

 日　時　１月２５日（土）

　　　　　　１０:００～１５:００

 場　所　支援センター隣の部屋

 内　容　新年会

　　　　♡干支の馬を織る。（３００円）

　　　　　　　（希望者のみ）

　　　　♡鍋を囲んで交流。（２００円）

　事前申し込み不要。

  講 　師：　本田　祐二弁護士（ばらの町法律事務所）

  日　 時：　２月 ８日（土）・１５日（土）

　　　　　　 どちらも１９：００～２１：００

  場 　所：　福山すこやかセンター　マンパワー研修室

  締 　切：　２月 ６日（木）

  申し込先    支援センター

法律教室のご案内 

すまいる 

日本語教室 

簡単おせち 

パステルアート 
 納涼映画会 泣きながら笑う日                                          

ちぎり絵 紙芝居 

寄せ植え 



１月 月 火 水 木 金 土 日

３０ ３１ １ ２ ３ ４ ５

午前

午後 休所 休所 休所 休所 休所 休所 休所

夜間

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

午前 休所

午後
手話教室
すこやかＣ

要約筆記講座
《音声入力》
人権交流Ｃ

パソコン講座
《初心者》
支援Ｃ

要約筆記講座
《パソコン要約》
すこやかＣ

夜間

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

午前

午後 休所
要約筆記講座
《字幕》
すこやかＣ

お楽しみ講座
《刺子》２－①
支援Ｃ

休所

夜間
手話研修Ｂ
北部市民Ｃ

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

午前 休所

午後
読話教室
すこやかＣ

夜間
手話研修Ｂ
すこやかＣ

２７ ２８ ２９ ３０ ３１ １ ２６

午前

午後 休所
お楽しみ講座
《刺子》２－②
支援Ｃ

夜間

市民 ろ・難・手・要 ろうあ協会向け 手話サークル向け ろう協＋手話サ 難聴協会向け 要約筆記サ向け 難聴＋要約

交流サロン
すまいる
支援Ｃ

干支の折り紙
新年会

１月

　理研産業（株）様、理想科学

工業（株）様のご厚意で新年号

を２色刷りにすることができま

した。視覚的に楽しい紙面に

なったのではないかと思いま

す。

　今年もたくさんの情報をお届

けできるようにがんばります。

皆様からのご意見ご要望もお待

ちしています。

手話研修Ａ 

すこやかＣ 

手話研修Ａ 

みやび 




