
【前文】「ろう者と共に生きる」町づくりを進めるため、手話が言語であるとの認識に基づき、手

話の理解と広がりをもって地域で支え合う住みよい町を目指し、ここにこの条例を制定するもので

す。

町とろう者との関係は、まだ戦後の混乱期であった昭和２８年にろう学校の生徒たちが卒業後も

自立して安定した生活を送れるよう、聴覚障がい者の自立と職業訓練のために身体障害者授産所わ

かふじ寮が創設されたのが始まりです。

以来、聴覚障がい者を中心とした福祉事業を町民と一体となって作り上げ、新得町が「福祉の

町」「手話の町」といわれるようになりました。

 「手話」は、ろう者の日常生活にとって大切なコミュニケーション手段です。手話を使い安心

して暮らすことができる町づくりに向け、全力を挙げて取り組みます。

困ったな

広島県では２３市町のうち１８の議

会が「手話言語法制定を求める意見

書」を採択しています。福山市は昨年

１２月２０日に県内でトップを切って

採択されました。９月までには全議会

で採択されると思います。

意見書採択で終わるのではなく、新

得町のように地域市民とともに障害者

に対する環境を、手話を通して改善し

ていく不断の取り組みが大切です。新

得町のような思いを持つ町を全国いた

るところに作りたいものです。

　２０数年前、筆者は北海道のサホロ岳に行ったことがあります。新得駅前でバスを待つ間に友人と雑

貨屋に入りました。私たちが手話で話すのを女店主が見て、手話で話しかけてきました。手話講習会で

手話を学んでいるとのこと。習いたいの手話でしたが、気持ちよく買い物ができるようにという一生懸

命さが伝わってきました。店を出てバスに乗った私たちは、こんな田舎町で手話講習会！？と訝しみま

した。

　北海道上川郡新得町。人口６７００人、牛３３０００頭（！）。面積は１０６３k㎡、福山市のほぼ２

倍です。この町で４月１日から「手話に関する基本条例」が施行されました。このニュースに、さもあ

りなんと２０数年前の情景を思い浮かべました。新得町が手話との親近感が強い理由は、「条例』の前

文に書かれています。
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筆記用具　ハサミ

 

持参品

締切り ８月５日（火）

講 師 國武　一栄さん

参加費 １５００円

持参品 筆記用具　ハサミ

参加費

グラスアートはリード線をデザイン通りにガ
ラスに貼り、裏側に特殊なカラーフィルムを
貼って彩色します。普通のスナップ写真が、
驚くほど素敵に～♪

日 時 ８月９日（土）１０:０0～1２:０0

場 所 支援センター隣の部屋

３００円位（２個分）

消しゴムに絵を描いて彫ると可愛いハンコがで

きます。今回は好きな動物の絵を描いて自分の

名前を入れます。.お子さんやお孫さんと一緒に

作ると、夏休みの楽しい思い出になること間違

いなしです。

山口　ゆりこ さん講 師

支援センター隣の部屋場 所

日 時 ８月２３日（土）１3:30～15:30

　

　　～さあ始めよう　快適パソコン操作～

　　パソコン8.1講座 開催日変更

         ８月２４日（日）９月１４日（日）2回

　

確定日  ９月１４日（日）９月２８日（日）２回

講　師　 川上 めぐみ さん

場　所　 支援センター隣の部屋

締　切    ９月 ５ 日（金）

お　願 !!

できるだけみなさんの要望に

沿って進めたいと思っています。

事前に「習いたいこと」、

「困っていること」を教えてください。

日　時：８月3日（日）13：30～15：30

テーマ：暑い夏を乗りきる運動
　　　　夏バテなんてさようなら～

講　師：丸山　隆さん（ライフサービス）

日　時：８月 3日（日）1０：０0～1２：０0

テーマ:　入院生活について

　　　　突然入院となったらどうする・・・

講　師：門田 貴美さん(広通研東部Ｂ）

場　所：支援センター隣の部屋

参加費：無　料

締切り ８月15日（金）

場　所：支援センター隣の部屋

講 座 案 内 

縦・横どちらでも使えます。          

 消しゴムハンコ 

yuri 

たのしい体操 

健 康 教 室 

彫ったイメージ 
押したイメージ 



続・名もなく貧しく美しく父と子

場  所 支援センター隣の部屋

日  程 ８月２３日（土）　①１０：００～１２：００

　　　　　　　　　　         ②１9：００～21：００

申込締め切り　8月19日（火）

申込先　支援センターへ FAX　084－973－8578

   　　　　　またはメールinfo@fukurou1947.com

㊟観賞希望日(①～②)を記入して申し込んでください。

7月26日（土）すまいるはそうめん交流会です。
 　　　　　　　　　　参加費３００円

夏に欠かせない麺類といえばそうめん。
水と氷で冷やしたそうめんをツルツルと食べると、心も身体も
さっぱりします。夏バテで食欲がなくなっても、ひんやりとし
たノド越しのいいそうめんならさらっと食べられます。

薬味にはこんな効果があります。
ネギ・ショウガ
　　　血行促進作用と脂肪燃焼効果
長芋・オクラ・ワカメ
　　　食物繊維、ビタミン、ミネラルが豊富
梅干し
　　　代謝促進、整腸作用、疲労回復の効果

　

名もなく貧しく美しくの映画を見た後、

続「父と子』が見たいと要望がありました。

悲しい結末で終わった映画でした。

お母さんが亡くなった後の息子の

その後、お父さんの様子はどうなのか

気になります。力強く生きる一郎の姿を

見ると、なにか心に響くものがあるはずです。

納涼映画会 
愛車の行方 

８月すまいる   

お休みです 

写真は昨年の様子 



月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３

休所 健康教室

楽しい体操

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

休所 グラスアート

手話教室 パソコン

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

手話研Ａ 休所 夏季休暇

字幕学習 ＣＡＳ 夏季休暇 夏季休暇 休所

手話研Ｂ

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４

休所 納涼会①

手話研Ａ 読話教室 消しゴムハンコ

手話研Ｂ 納涼会②

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

休所

６

午前 休所

７月
７月 月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４ ５

１２ １３

要約筆記講座
《パソコン要約》

すこやかＣ

夜間
手話研修講座Ｂ
すこやかＣ

午後
難聴者

手話教室
すこやかＣ

午前 休所
お楽しみ講座

（絵手紙）
支援Ｃ

７ ８ ９ １０ １１

パソコン講座
《初心者》
支援Ｃ

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

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

午後
手話研修講座Ａ

みやび

難聴者

 読話教室
すこやかＣ

お楽しみ講座

（プリザーブド）
支援Ｃ

休所

午前 休所

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

夜間

午後 休所

午前
料理講座

夏のおもてなし料理
本庄Ｃ

交流サロン
すまいる
支援C

そうめん交流会

２８ ２９ ３０ ３１
夜間

午後

午前 休所

夜間

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

祝！

このセンターだよりに毎号、写真をいただく松

岡正明さんがこのたび、第６２回全国ろうあ者大

会の写真コンテストで表彰されました。

　　　「春まつり」：長野県知事賞

　　　「大きい！」：全日本写真連盟賞

おめでとうございます。これからもセンターだ

よりにすばらしい写真をお願いしますね。

夜間

いきいき講座
《健康教室》
支援Ｃ

いきいき講座
《楽しい体操》
支援Ｃ

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

午後

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

夜間

午前

８月

午前

午後

手話研修講座Ａ 

すこやかＣ 

 




