
対潮楼より臨む
　弁天島福寿堂

て障害者の人権が尊重されているか点検

できるようになりました。これらの

「法」を実効のあるものにしていくため

には、Ｊリーグのような強い決意が当事

者や関係者に求められます。

一方、障害者自身も自らに対する「障

害者差別」だけでなく、全ての差別を許

さない取り組みをしているか問われま

す。「障害者差別」だけに敏感で、他の

差別では差別する側であるということは

あってはならないことです。差別を受け

る者だからこそ、差別を受けた人の気持

がわかるはずですから。

　サッカー界の出来事ですが、３月８日の埼玉スタジアムでのＪリーグ浦和対鳥

栖の試合で観客席に『Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｏｎｌｙ』と書かれた横断幕を浦和の

サポーターが掲げました。その意味は「日本人以外はお断り」。

　これを人種差別だとして、Ｊリーグは浦和に対して３月２３日のホームでの対

清水戦を無観客試合とする制裁を課しました。横断幕を掲げた行為は、『その行

為を行った側がどういう考えに基づいていたのかということではなく、受け手が

どのように感じたかということに目を向けるべきである』。また、横断幕が掲げ

られた時点で浦和のフロントが適切な対応を取らなかったことは『放置したこと

は、差別行為に加担した』ことだとＪリーグチェアマンが会見で述べました。

　日本のサッカー場は家族が楽しく応援できる安心安全な場所と世界で評価されています。そのようなサッカー場に

『Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｏｎｌｙ』のような排他的なものは許さないという強い決意です。

　差別をこれほど明確に定義づけたコメントがマスコミに取り上げられるのは珍しいことです。６月にはサッカーの

ワールドカップがブラジルで開かれます。オリンピックに匹敵するほどのビッグイベントです。このように注目を集

めるサッカー界は以前から人種差別などには厳しい態度で臨んでおり、Ｊリーグの措置は国際的な基準に沿ったもの

です。

　今回、Ｊリーグチェアマンの述べた定義はあらゆる差別に当てはまります。『事を荒立てない』というのが日本社

会の底流にあり、差別事例の際は『差別するつもりはなかった』という主張がとおり、差別を受けた側が我慢すると

いう形で解決される(うやむやになる)ことが多かったのです。このような状況を変えるために、障害者虐待防止法(２

０１２年)や障害者差別解消法(１３年)が施行されました。また、昨年末には障害者権利条約も批准されています。世

界には日本以上に障害者の人権が尊重されている国はいくらでもあります。条約という国際的な基準に照らし合わせ
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西谷 加奈子さん　(美泉堂薬局）

菜の花ごはん」

「キャベツのみそ炒め陳皮炒め」

「ストレスに効くスープ」

「クコのヨーグルトゼリー」

日　時 4月27日（日）１０：００～１５：００

場　所 渋谷美術館（参画センターの北側）

お茶席料　６００円

　～ 昨年楽しんで頂いたお茶会です ～
センター講座でお馴染みの外林先生からのご

案内です。素敵な場所で、素敵なおもてな

し、お出かけてみませんか・・・

申し込みは支援センターまでお願いします。

薬膳とは心を癒し体を元気にする料理です。

食物にはそれぞれに体を温める・冷やす・巡ら

せる・余分なものは排出し・出過ぎるものは抑

えるといった作用があります。体を温める食材

は?冷やす食材は?季節にあった食材は何?

　　～簡単な薬膳料理の試食があります～

どこででも楽しめるお手軽簡単ヨガです。

体を動かし汗を流して気分爽快に!

先ずは呼吸を気をつけてやってみましょう。

無理なく毎日続ける事が大切です。

締切り ５月２０日（火）

日 時

場 所

講 師

５月３０日（金）1０:０0～1２:00

支援センター隣の部屋

参加費 ５００円（試食材料代）

持参品 筆記用具

日 時 ５月１７日（土）1０:０0～1２:00

場 所

持参品 タオル　飲み物

締切り ５月１３日（火）

支援センター隣の部屋

講 師 山中 真美さん

参加費 無料

講 座 案 

お手軽 簡 単 ヨ ガ 
 薬 膳 講 座 

4月26日（土）すまいる 10:00～15:00 

 春を満喫しましょう！ 

     見て感じる春！ 

          食べて感じる春！       

５月１０日（土）パソコン講座                            

   13：30～15：30                           
   初心者向き 

参加費 ２００円位 



←

見た人の感想
✿ろう者と健聴者が共に活動したことは素晴らしい。
✿全日ろう連の役員が免許取得の為に福山に来た時、当
時の福山ろう協の役員さんが運動している写真を見てす
ごいと思った。
参加者の感想
✿終わった後の皆さんの表情はとても晴れやかで「楽し
かった」「ろうあ運動の事は全く知らなかったが、自分
で調べて演じたので絶対忘れない」。
✿初めての試みで苦労もあったが、短期間に強い団結力
で完成できたことは良かった。
✿この体験を基に、これからも楽しみながら学習できる
方法を模索していきたい。

そこでろう者と健聴者の混合のグループを作り、４つの

ろうあ運動の中から自分の興味のあるテーマを選んで学

習を積み重ねていきました。本を持ち寄り、ビデオ、

DVDを鑑賞し、インターネット等で調べる所から始め、

みんな短期間で必死にまとめあげサークルの中で発表会

をし、今回センター講座で演じました。

芦の会北部会場は、自主学習で講義の内容を深めようと

入門テキストの巻末を改めて読み返しています。

その時に提案をしました。「講義の説明を受けるだけで

は、その時だけわかったつもり(･･･)。これを少しでも身

につけるために『自分たちで調べ、自分の身体で演じ、

自分でイメージした絵を書いてみたら？そしてその発表

会をしましょう！』」と…

紙芝居でろうあ運動学びました

手話サークルみみずくの

道路交通法・免許の取得 

福山ろうあ協会の先輩役

員さんたちも運動されま

した。 

     難聴協会の皆さんの感想               

✿ろうあ運動の事を初めて知った。昔は手

話が禁じられていたんですね。加齢ととも

に聴力が落ち見て分かるコミュニュケー

ション手段が大事と分かった。 

✿ろう者と共に活動したい。                         

授業拒否・差別政権 

  ワイドミラー   聴覚障害者標識 



月 火 水 木 金 土 日

２８ ２９ ３０ １ ２ ３ ４

休所 休所 休所
要約筆記

パソコン要約

手話研Ｂ

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

休所

休所 休所 手話教室 音声入力 ＰＣ講座

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

休所 ヨガ 講座

手話研Ａ 字幕学習 休所

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

休所

手話研Ａ 読話教室

手話研Ｂ

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ １

休所 薬膳講座

午後

夜間

　　　開所時間　　９：００～１７：００
　　　休所日　　毎週水曜日・第３日曜日
　　　　　　　　祝日(ただし土･日の祝日は開所)
　ホームページ　　http://fukurou1947.com

午前

午後

夜間

午後

夜間

午前

午後
福山市聴覚障害者地域活動支援センター

〒722-0067　福山市西町１丁目１９－２

TEL　０８４－９７３－８５７７
FAX　０８４－９７３－８５７８

e-mail　　info@fukurou1947.com

夜間

午前 交流サロン

すまいる

５月

　西公民館の移転工事が進んでいます。整地が完

了してあとは建物が立つのは待つばかりです。

　それに合わせて、４月７日と８日に支援セン

ター事務所の壁、床のリフレッシュ工事を行いま

す。この２日間は休所とします。

　よろしくお願いします。

午前

午後

夜間

午前

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

夜間
午後 休所 休所 休所 休所
午前

２８ ２９ ３０ １ ２ ３ ４

夜間 手話研修講座Ｂ
すこやかＣ

交流サロン

すまいる
支援C

午後 休所
お楽しみ講座

（ちぎり絵）
支援センター

午前

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７
夜間

午後 手話研修講座Ａ
みやび

難聴者

読話教室
すこやかＣ

パワーポイント講座
支援Ｃ

午前 休所

休所

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

夜間

午後
要約筆記講座

字幕講座
すこやかＣ

要約筆記講座

ＣＡＳ講座
人権交流Ｃ

１２ １３

午前 休所
お楽しみ講座

（クレイクラフト）
支援センター

７ ８ ９ １０ １１

パソコン講座
《初心者》

支援Ｃ

夜間
手話研修講座B

西部市民C

午後
難聴者

手話教室
すこやかＣ

５ ６

午前
いきいき講座
《健康教室》

支援Ｃ

３１ １ ２ ３ ４

４月
４月 月 火 水 木 金 土 日

いきいき講座 

《楽しい体操》 

支援Ｃ 

要約筆記講座 

《パソコン要約》 

すこやかＣ 

事務所改修  

  のため休所 

お楽しみ講座 

こいのぼり 

支援Ｃ 

手話研修講座Ａ 

すこやかＣ 

 




