
場所 人声の程度

静かな事務所 ささやき声

静かな事務所 普通の会話

騒がしい事務所 大声の会話７０

電車のガード下 耳元３０センチの叫び声

ジェット機のエンジン音 耳元３０センチのサイレン

等級

２級

３級

５級

４級

６級

デシベル

０～２０
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状況

両耳の聴力レベルがそれぞれ１００デシベル以上のもの（両耳
全ろう）

両耳の聴力レベルが９０デシベル以上のもの（耳介に接しなけ
れば大声語を理解し得ないもの）

１　両耳の聴力レベルが８０デシベル以上のもの（耳介に接し
なければ話声語を理解し得ないもの）

２　両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が５０パーセント
以下のもの

１　両耳の聴力レベルが７０デシベル以上のもの（４０センチ
メートル以上の距離で発声された会話語が理解し得ないもの）

２　一側耳の聴力レベルが９０デシベル以上、他側耳の聴力レ
ベルが５０デシベル以上のもの

－

三月

音の大きさ

｢楽聖｣と呼ばれるベートベン(１７７０－１８２７)は、

生涯の半分以上を聴覚障害者として暮らしました。２０代

から聞こえにくくなり、２８歳で高度難聴、４０歳にして

｢全聾｣。音楽家として聴覚を失うことは致命的です。

　それでも彼は｢全聾｣の時期に、交響曲第９番を生み出しました。｢第９｣は年末になると全国各地での合唱が恒例化するほど日本で

は親しまれています。｢第９｣以外にも数多くの名曲がありますが、耳が聞こえていた間の音楽的な蓄積があったからでしょう。

　さて最近、｢全聾の作曲家｣としてもてはやされた人物が実は耳が聞こえていた、作曲もゴーストライターに任せていたという事件

がありました。｢３年前から聞こえるようになった｣という件の人物の発言や、｢普通に会話ができていた｣というゴーストライター氏

の発言があったことから、聴覚障害の障害認定方法を見直したいと国会でも厚生労働大臣が答弁するほどの騒動になりました。

　今回の問題を巡って新聞やテレビでは｢全聾｣というコトバがたびたび使われました。普段は聴覚障害者関係の記事は｢難聴｣が使わ

れるのですが・・・

　聴覚障害の等級は軽度の６級から重度の２級までで、｢全聾｣は２級になります。（聴覚障害だけで１級になることはありません。

他の障害とあわせて１級になるケースがあります）

　聴覚障害は音が聞こえにくくなることはもちろんですが、音が何の音なのか、どんなことが話されているのかわからないことが障

害の障害たる所以です。大きな音には反応するから、｢聞こえている｣のではないかと誤解されることがあります。しかし、聞こえて

いても｢音の意味｣することがわからないのです。補聴器などで音や声を大きくしても、会話がわからないと生活に支障をきたしま

す。そのため、身体障害者手帳の等級の認定では純音聴力検査だけでなく語音聴力検査も行われます。純音聴力検査は音自体の聞こ

えの程度を調べ、語音聴力検査はコトバの聞き取りやすさを調べます。音自体は比較的よく聞こえても聞き分けができない場合は、

等級が重くなります。｢全聾｣の重度の聴覚障害者は、その多くが音の世界から離れ、「手話」という視覚言語を生み出し、それを駆

使して生活しています。

ただ、重度の聴覚障害者でも特定の人となら音声に

よる会話が成立する場面があります。起居を共にする

人の聞き慣れた声、他の音の混じらない環境、限られ

た内容という条件でなら、重度の聴覚障害者が電話で

会話する姿を見ることがあります。ゴーストライター

氏の｢普通に会話ができていた｣という発言はこのケー

スの可能性もあります。いずれにしても、聴覚障害者

に対する正しい知識を皆さんに持っていただきたいと

思います。
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締切り

締切り ４月３日（木）

場 所 支援センター隣の部屋

講 師 丸山　隆さん

持 参 品 タオル　飲み物

４月３日（木）

体を動かすと気分爽快！
色々組み合わせて楽しい運動ができます。

日 時 ４月 ６日（日）13:３０～１５:３０

場 所 支援センター隣の部屋

今まで作った作品

テーマ：介護予防
日々気をつけることは何？
お家で無理なくできることは何？
分からない事はどこに聞けばいいの？
はてな？はてな？なんでも聞けます。

日 時 ４月 ６日（日）１０:００～１２:００

場 所 支援センター隣の部屋

講 師 藤井 考尚さん（地域包括支援センター）

持 参 品 筆記用具

講 師 岩本 恵美子さん

参 加 費 ６００円位

締 切 り ４月１５日（火）

締切り

華麗で趣のある和紙を手でちぎりのりで貼って
作ります。紙をちぎった部分の質感が独特な雰
囲気を出します。下の写真は今まで作った作品
です。写真では色の濃淡やちぎった紙の質感が
分かりませんが、実際はすごく素敵です。

　今回何を作るかは後日チラシでご案内しま
す。

日 時 ４月２５日（金）1３:３0～1５:３0

４月１５日（火）

隅田　時子さん

５００円

針　糸　はさみ

鯉は強い生命力があるということから子どもの立

身出世の象徴とされています。節句に食べる柏餅

のいわれは、柏の葉は新しい芽が出るまで古い葉

が落ちないので縁起が良いからです。また菖蒲は

「尚武」に言葉をかけて、武芸を尊ぶという意味

で飾ります。

日 時

場 所

４月２１日（月）1３:３0～1５:３0

支援センター隣の部屋

講 師

参加費

持参品

参加費 １５００円

締切り ４月３日（木）

講 師 嶋崎　美香さん

春らしいすずらんの妖精を作ります。
花言葉は幸福の訪れ。グリーンの葉に鈴の形を

したお花、妖精のお人形もスズランのドレスで

可愛く作ります。乾くと驚くほど軽くなりとて

も丈夫です。

白い粘土に色を混ぜて好きな色を作ります。

日 時 ４月１２日（土）1０:０0～1２:00

場 所 支援センター隣の部屋

これを作ります

楽しい体操

健 康 教 室

高さ１８cm 横幅１５cm

奥行き１０cm位の作品

これを作ります



２月８日（土）は大雪の為やむなく延期し大変ご迷惑

をおかけしました。それでも１５日 ２２日に大勢ご参

加頂きありがとうございました。法律教室では毎年身

近な問題をテーマに開催しています。この二日間は弁

護士を身近に感じていただけたのではないでしょう

か？なにかあったら１人で悩まず先ずは弁護士に相談

すると安心できます。この講座は来年も開きます。法

律がもっともっと身近に感じらるといいですね。次回

も一緒に学びましょう。

✿３月２９日（土）台湾料理　９:３０～１２:３０
　

　　詳しくは２月のセンター便りをご覧ください。

✿４月１２日（土）パソコン講座1３:３0～1５:
３0
　　　　　　　　　　初心者講座向き
　
✿4月26日（日）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！
 

講　 　師 橘高 澤江 さん他

１回目　わかりやすい親子関係

　養子縁組がある場合とない場合の相続。

　嫡出子 非嫡出子・・・相続の権利はどうなる。

　産まれてすぐ取り違えられて育った場合の相続。

　性同一性障害の人が結婚し子供が生まれた場合

　嫡出子となるか。こんな内容を学びました。

２回目　わかりやすい刑事事件(飲酒運転の事故)
　飲酒運転は厳罰となります。事故を起こした場合、被害
者に十分な保障をするために、任意保険に加入するのがド
ライバーとしての常識です。
　刑事事件の場合、　逮捕→拘留→起訴→裁判→判決　の
流れになります。弁護士はどのタイミングでも呼ぶことが
できます。

参  加  費 無 料（飲み物は各自持参してください）

締  切  り ３月１８ 日（火）

ろうあ運動は「お願い運動」から「生活と権利を守
る」運動へと変わってきました。
お願運動って・・・
生活と権利を守るって・・・
なぜ運動が必要だったのか・・・
「見て分かるろうあ運動」の紙芝居。
一緒に見ましょう。

日　 　時 ３月 ２５日 (火）１3：3０～１６：００

場　 　所 支援センター隣の部屋

法律教室で学びました

紙芝居で学ぶろうあ運動



夜間 手話研修講座Ｂ
すこやかＣ

午後 手話研修講座Ａ
すこやかＣ

難聴者

読話教室
すこやかＣ

２２ ２３
午前 休所

交流サロン

すまいる
支援C

１７ １８ １９ ２０ ２１
夜間 休所 休所

午後 手話研修講座Ａ
みやび

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

福山市
耳の日記念大会

１５ １６
午前

１０ １１ １２ １３ １４

パソコン講座
《初心者》

支援Ｃ

夜間 手話研修講座Ｂ
東部市民Ｃ

休所

午後
難聴者

手話教室
すこやかＣ

広島県
耳の日記念大会

（呉市）

８ ９
午前 休所

３ ４ ５ ６ ７

午後 休所

パソコン講座
《パワーポイント》

支援Ｃ

いきいき講座
《健康教室》午前

夜間

２７ ２８

３月
３月 月 火 水 木 金 土 日

２９ ３０ ３１ １ ２

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

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6

健康教室

手話教室

休所 手話研Ｂ

7 8 9 10 11 12 13

休所 クレイクラフト講座

字幕講座 音声入力 ＰＣ講座

１4 １５ １６ １７ １８ １９ ２０

休所

手話研Ａ 読話教室 休所

21 22 23 24 25 26 27

休所

手話研Ａ 読話教室 ちぎりえ 講座

手話研Ｂ

28 29 30

４月

午前

午後

夜間

要約筆記サ向け

夜間

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

難聴＋要約

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

　今月号で３ヶ月連続、２色印刷でお届けしま

す。

　明るい配色で読みやすくなったのではないで

しょうか。今後は毎月２色印刷でお届します。セ

ンター便りを身近に感じていただけますようにさ

らに工夫を重ねます。

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

　　　開所時間　　９：００～１７：００
　　　休所日　　毎週水曜日・第３日曜日

午前 交流サロン

すまいる午後

夜間

午後
紙芝居講座
《ろうあ運動》

支援Ｃ
休所

29 30

午前
料理講座

《台湾料理》
西公民館

２４ ２５ ２６ ２７ ２８

休所 休所

午前 　　　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

午後

夜間




