
　映画館で上映される日本映画には字幕がほとんどついていま

せん。話題の日本映画も聴覚障害者は映画館で見られません。

最近では日本映画のＤＶＤには字幕が付くようになったので、

ＤＶＤが発売されるのを待つ聴覚障害者も多いと思います。

　しかし、発売された後でも、一枚一枚手に取って字幕が付い

ているかどうか確認しないといけません。シールが貼ってあっ

たりしてなかなかわかりづらいです。

　そんな時、ＤＶＤを求めて店に行く前に字幕付きかどうか確

認できるサイトがあります。

　メディア・アクセス・サポー

ト・センター（ＭＡＳＣ）とい

うＮＰＯがデータベースを作っ

ていますので、そこで見たい映

画のＤＶＤに字幕が付いている

かどうか確認することができま

す。「メディア・アクセス・サ

ポートセンター」で検索して

【図１】のページを開いてくだ

さい。このページの下のほうに

「ＤＶＤ＆Ｂｌｕ－ｒａｙ　字

幕・音声ガイド」のタグがあり

ます。

　これをクリックすれば、自分の見たい映画のＤＶＤに

字幕が付いているかどうかを確認することができます。

【図２】の「字幕」に◎が付いていれば、字幕付きで

す。

　残念ながらついてない場合でも<「おと見」と書かれて

あれば、ＭＡＳＣが字幕を提供しています。

 【図３】の「おと見字幕専用倉庫」から字幕をパソコン

にダウンロードしておけば、見たい映画をパソコンで字

幕付きで見ることができます。

　会員登録や専用ソフトのダウンロードが必要ですが、

この方法などは「おと見　字幕専用倉庫」の「はじめに

お読みください」のページに解説があります。
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　　　　　　　　布で作る笹飾り,笹の葉１枚１枚作ります

締切り ６月１６日（月）

メニュー

①サケの簡単テリーヌ風　②夏野菜のミルフィー

ユ　③エビのイタリアンマリネ　④かぼちゃの豆

乳スープ　⑤コーヒーパンナコッタ

七夕は年に一度おり姫星と、ひこ星が天の川を

わたって会うことを許された特別な日。

短冊に願い事を書いて笹の葉に飾り、夜空を見

上げて織り姫と彦星を探してみませんか?

今までにない素敵な夜空に出会えるかも。

日 時 6月23日（月）１３:３0～1５:３0

場 所 支援センター隣の部屋

講 師 隅田 時子さん

参加費 ５００円

持参品 針　糸　筆記用具

参加費 ８００円

締切り ７月１７日（木）

簡単に作れておもてなしにピッタリ!
食材は同じでもほんの少し作り方を変えると
素敵なおもてなし料理に変身です。しかも料
理の腕もアップ ! 一石二鳥。

場 所 本庄コミュニティー

講 師 卯目 道子さん

日 時 ７月２４日（木）９:３0～1２:３0

持参品 エプロン　フキン　筆記用具

締切り ７月３日（木）

㊟　筆はなければ貸してもらえます。
　　　描きたいものがあれば持参してください。

締切り ７月３日（木）

参加費 2,200円参加費 ３００円

持参品 習字用小筆（古いもの）新聞紙三枚 持参品 筆記用具　ハサミ

絵が上手いから描くのではなく、下手でも誰

かに喜んで貰いたい、そんな優しい気持ちを

伝えるために描きます。大切な人に優しさを

届けませんか・・・

　　  　絵てがみは、『心の贈り物』

日 時 ７月１２日（土）1０:０0～1２:00

場 所 支援センター隣の部屋

講 師 講 師 高橋さん（ＮＰＯ夢をつむいで）小林 千代香さん

一人ひとりの夢が私の夢。私の夢はみんなの

夢。こんな思いで「夢をつむいで」を運営され

ています。そこで作っている作品を教えてもら

います。パステルカラーが夏らしくて、涼しさ

を運んでくれるます。

　♪～素敵なプレゼントにもなります～♪

日 時 ７月１８日（金）1３:３0～1５:３0

場 所 支援センター隣の部屋

案 

これを作ります 

ミニ笹飾り  

絵 手 紙 

夏の簡単おもてなし料理 



　

日　時：7月13日（日）10：00～12：00

テーマ : ☆～夏バテ予防～☆

講　師 : 妹尾 節子さん（看護師）

場　所：支援センター隣の部屋

参加費：無  料

夏バテとは暑さのために食欲が減退したり、冷たい水
分の摂りすぎで体調をくずしたり、内臓の機能が低下
して（クーラーなどで身体を冷やし過ぎて）起こる症
状です。
１．しっかり食べる
２．水分を補給する
３．冷房で体を冷やさない
４．しっかり寝る

　６月２８日（土）
　　福山ろうあ協会行事のビデオ鑑賞。
　　３０年前にタイムスリップしましょう!
　　お馴染みの人が何人も出ます。
　　どんな人に出会えるか・・・お楽しみに!

　
♡ ～参加お待ちしています～ ♡

 　　７月２６日（土）　恒例のソーメン大会
　　　冷たいソーメンと美味しい果物。
　　　みんなで食べると美味しさ倍増。
　　　参加費・・・3００円
　

　　　締　切　どちらも7月10日（木）

暑い時に運動なんて・・・と思っていませんか?

夏バテを予防するには運動も効果的です。また体を動

かすことは睡眠不足対策にもなります。こまめに水分

補給しながら自分のペースで体を動かしましょう。

日　時：7月13日（日）13：30～15：30

テーマ：☆～夏バテ予防運動～☆

講　師：丸山　隆さん（ライフサービス）

場　所：支援センター隣の部屋

参加費：無　料

　　　パソコン8.1講座開催予告
日 時　8月24日（日）9月14日（日）2回
時 間　10：00～12：00
詳細は7月のセンター便りに載せます。
　　　　　お楽しみに!

 おもわくはずれ 
健 康 教 室 

たのしい体操 
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月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４ ５ ６

休所

手話教室 ＰＣ講座

7 8 9 10 11 12 13

休所 絵手紙 健康教室

字幕学習 ＣＡＳ パソコン 楽しい体操

手話研Ｂ

14 15 16 17 18 19 20

手話研Ａ 休所

手話研Ａ 読話学習
プリザーブド
フラワー 休所

21 22 23 24 25 26 27

料理講座

休所 休所

28 29 30 31

休所午後

夜間

交流サロン

すまいる

2016年から祝日が増えます。

「八」が山の形に似ており、「11」が木をイ

メージさせるので、8月11日が山の日に決ま

りまた。「山の恩恵に感謝し、

豊かな自然を次世代に残す」

という意味合いが込められて

います。

午前

午後 　　　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

夜間

午前

午前

午後

夜間

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

午前

午後

午前
３０

夜間

夜間

７月

午前

午後

夜間

午後
夜間

午後
お楽しみ講座

（笹飾り）
支援Ｃ

午前 休所 交流サロン
すまいる
支援C

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

夜間
手話研修講座Ｂ
すこやかＣ

休所

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

県ろうあ者大会
海田市

午前

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２
夜間

お楽しみ講座

（陶　芸）
支援Ｃ

午後
手話研修講座Ａ

みやび

お楽しみ講座

（スイーツデコ）
支援Ｃ

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

パソコン講座
《初心者》
支援Ｃ

午前 休所

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

夜間 手話研修講座Ｂ
すこやかＣ

７ ８

午前 休所
お楽しみ講座

（夏の寄せ植え
支援Ｃ

２ ３ ４ ５ ６

午後

午後
難聴者
手話教室
すこやかＣ

１
午前 休所

ろうあ協会総会

夜間

６月
６月 月 火 水 木 金 土 日

要約筆記講座 

《パソコン要約》 
すこやかＣ 




