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今、日本の夜の時間帯のテレビ番組にはほとんど字幕が付いています。新聞のテレビ欄は「字」のマーク

がついています。ひと昔、聴覚障害者の男性の多くはスポーツ番組しか見ませんでした。今はニュース、バ

ラエティ、ドラマなどほとんどのジャンルの番組を楽しめます。

さて、２０１５年末から日本はスポーツで沸き返っています。フィギュアスケートの羽生・宮原選手の活

躍。ワールドカップで３勝しながらも決勝トーナメントに進めなかった日本ラグビーチーム。年末年始の高

校生・大学生・実業団の駅伝。スキージャンプのワールドカップのレジェンド葛西選手、連戦連勝の高梨選

手。全豪テニスの準々決勝で王者ジョコビッチに惜しくも負けてしまった錦織選手。前評判は決して高くな

かった中で、意地でリオオリンピックの出場を決めたＵ２３のサッカー日本代表。無敵と言ってもよい横綱

白鵬を破って大関琴奨菊が初優勝した相撲の初場所など。

彼、彼女たちの活躍は字幕付きの中継で多くの人と同じように一喜一憂することができます。フィギュア

では「決まった！４回転！」「トリプルアクセル！」「トリプルルッツ、ループ」と実況されますので、素

人目には違いがほとんどわからないのですが、フィギュアの技術の奥深さも学べます。ラグビーは、ルール

がわかりにくかった（聴覚障害者だけでなく多くの人も同様）のですが、ワールドカップ中継では、反則や

ミスなどの説明付きでしたのでプレーが止まりがちでイマイチ入り込めないラグビーに親しみがわきまし

た。もちろん、五郎丸選手の独特のポーズにも魅せられました。

いろいろなスポーツに字幕が付いてありがたいのですが、スポーツによっては字幕がジャマになることが

あります。たとえば、サッカーはボールが小さく攻守が目まぐるしく変わるので、字幕を呼んでいるとプ

レーを見る暇がなくなります。スポーツ観戦というより読書の時間になります。ということで、サッカーで

は字幕をカットする人が多いのでは？

　野球や相撲のように間の多いスポーツはゆっくり字幕を読めます。ラグビーも割とプレーが止まるので

読みやすかった。テニスは選手が相対した位置で映

しますから、小さいボールでも目の端で追えるので

字幕を読む余裕ができます。

でも、共通して困るのは、字幕が映らない時間帯

です。これはアナウンサーが固唾を飲んで見守って

いるのか、ただ単に字幕が遅れているのか、判断で

きません。耳の聞こえる人は画面とともに、アナウ

ンサーや解説者の絶叫などで感情移入しながら（そ

れをうるさいと思う人もいるでしょうが）、応援し

ていると思います。

技術の進歩でリアルタイムに字幕が表示されれば

聴覚障害者も多くの人と同様に茶の間でスポーツを

楽しめるでしょう。２０２０年の東京のオリンピッ

ク・パラリンピックまでにはぜひ実現してほしいも

のです。
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～上手に取り入れよう～

幅；約１２ｃｍ・高さ；約２cm

*センターに見本があります。

（六角形のトレイ）

下駄箱の上に…ドレッサーに…
鍵やアクセサリーをちょっと入れて
おくのにピッタリ！！
とてもお洒落なトレイです。

デトックス
野菜スープ

ささ身の
チキン南蛮

エプロン・ふきん・筆記用具

話題のココナッツオイル…美容にも、

健康にもダイエットにもいいらしい。

だけど、使い方がよくわからない方も多

いのではないでしょうか？

ご飯以外のメニューの全てに摂り入れま

す。試してみませんか？

締切り 3月5日（土）

　　　暖かくなり、身体を動かしやすい
　　　季節になりました。みんなで、
　　　楽しく体を動かしませんか

一言で「熱」と言っても原因は様々…
熱のこと、きちんと知ってみませんか？

日　時； 3 月 13 日（日）10：00～12：00

テーマ；～☆意外と知らない「熱」のこと☆～

講　師；門田　貴美　さん（広通研東部B）

場　所；支援センター会議室

参加費；無料

※タオル・飲み物を持ってきて下さい。

日　時； 3 月 13 日（日）13：30～15：30

テーマ；～☆身体にやさしい体操☆～

講　師；丸山　隆　さん(ライフサービス)

場　所；支援センター会議室

参加費；無料

日　時 3月18 日（金）13：00～16：00

材料費 600円

講　師 卯目　道子　さん

材料費 800円

締切り 3月18日（金）

日　時 3月25日（金）9：30～12：30

場　所 西公民館

持参物

場　所 支援センター会議室

持参物
はさみ・ものさし・シャープペン・
カッター・汚れてもいいおてふき ココナッツ

　オイルクッキー

人参としめじ
の白和え

楽しい体操 健 康 教 室 



日時：２月２７日（土）
場所：福山市西公民館
材料費：３００円
申し込み締切：２月19日（金）

１月は、美味しいお鍋を囲んでワイワイと
とても楽しく新年会をしました。
２月は、「巻きずし」を作ります。
巻きずし…作った事ないという人も大丈
夫。ベテランの方に教えてもらいながら一
緒に作りましょう。
沢山の参加、お待ちしています。

Q立春とは？
　１年間を24に分けたときの２４節気の第一にあたり、この２４節気は太陽の角度によって
　決まります。
　立春から立夏までのことを“春”と呼ぶので、春が始まった第一日目を意味します。

Q立春っていつ？
　だいたい２月４日ですが、太陽の角度で２月４日でない年もあります。
　１日だけでなく、２４節気の第二の“雨水”(２月１９日)までの期間を言います。
　つまり、２月４日から１８日までが立春ということになります。

Q立春て何かするの？
　禅寺では、「立春大吉」と大書した紙を、門に春という習慣があります。縦書きにした
　場合、左右対称になるため、災難などに遭わないという厄払いのようなものです。
　民家でも、おまじないとして、「立春大吉」と墨で半紙や和紙に書き柱などに貼
　っておくという方法もあるようです。

1月は、日本の伝統文化であ
るお抹茶を経験したり、
ゆび編みでとても素敵な
マフラーを作りました。

こんなの作りたいな～とか要
望があれば、遠慮なく言って
下さい。
皆さんのご意見お待ちしてい
ます。



月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４ ５ ６

休所 休所

手話 PC要約

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

休所 健康教室

字幕 CAS パソコン 体操

手話研Ｂ

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

休所

手話研Ａ 手話研Ａ 読話 カルトナージュ 休所

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

お料理

休所 休所

２８ ２９ ３０ ３１

休所

健康教室
　支援センター

手話研修講座Ａ
すこやかセンター

手話研修講座B
すこやかセンター

２２

１４１３

１ ２ ３ ４ ５

土 日

６ ７

月 火 水 木 金

休所

難聴者　読話教室
すこやかセンター

要約筆記　CAS
すこやかセンター

午前 休所

夜間

１０８ ９ １１ １２

午後

午前

要約筆記　字幕
すこやかセンター

夜間

午後 休所

１８ １９１５ １６

もこもこ鍋敷き
支援センター

１７

難聴者 手話教室
すこやかセンター

夜間

午前

午後

夜間

午前

午後

午前

午後

夜間

午後

午前

夜間

午後

午前

午前

夜間

夜間

午後

休所

サロン
すまいる

２９

２４

休所

２８

手話研修講座B
東部市民センター

２５ ２６ ２７

交流サロン
すまいる

支援センター

休所

２３

2月

手話研修講座Ａ
北部市民センター

３月
　暖冬と油断をしていたら突然の雪！
春が待ち遠しいですね。手洗いうがい
をしっかりして、インフルエンザや嘔
吐下痢症にご注意ください。
　さて、当センターでは皆さんのご意
見をお待ちしています。こんな講座を
企画してほしいなどありましたら、ぜ
ひ、お聞かせください。
よろしくお願いします。

２１２０

パソコン講座
支援センター

夜間

夜間

午後

午前

午後

午前

紙芝居
支援センター

要約筆記 PC要約 
すこやかセンター  

楽しい体操  
支援センター  




