第３１回神奈川手話通訳問題研究集会

開催要項

（共催 神奈川県聴覚障害者連盟・神奈川手話通訳問題研究会）
開催日時 ２０１８年７月２２日(日)１０:００～１６:３０
(受付開始０９:３０～ラポールシアターにて)
会

場

横浜ラポール（横浜市港北区鳥山町１７５２）

交通手段

ＪＲ・市営地下鉄新横浜下車

徒歩１０分

（写真 ・昨年 の神 通研 集会か ら）

参加資格:神聴連会員、神通研会員、中失難聴団体会員、ゆりの会会員
一般の方、当日券の方は第１分科会「入門ゼミナール」のみ
参加できます。（注： 会員であっても当日申し込みは一般となります ）
参 加 費 ： 神聴連・神通研会員 ２，０００円
一般及び当日券 ３，０００円
中失難聴団体・ゆりの会会員３，０００円
申込〆切：６月３０日（土）＜期限を厳守してください！ ＞
第２・第３・第４分科会、は事前申し込みが必要です。
～申込後のキャンセル・分科会変更はできません､ご注意ください～
部屋の都合により第２希望になる場合がありますのでご了承ください 。
その際 は事務局 からご連絡させて頂きます
＜問い合わせ ＞

ＦＡＸまたはメールで お願いします。
回答には多少お時間を頂くこともあります。

神聴連

熊谷

徹

Ｆ ＡＸ ０４６ ６（２６）５４５４

神通研

上床

千里

神通研集会事務局メールアドレス

Ｅ-mail

syuukai@jintsuken.com

←携帯電話からも OK です

プログラム
時間

内容

会場

０９:３０～

受付

１階ラポールシアターホワイエ

１０:００～１０：２０

全体会

１階ラポールシアター

１０：３０～１２：００

分科会

各分科会会場

１２：００～１３：００

休憩

１３：００～１６：３０

分科会

※すべてに手話通訳がつきます

※都合によりプログラム 変更有
分

第１分科会

各分科会会場

科

会

『入門ゼミナール』
ゲストによる講演
※当日参加できます

会員・一般とも参加できます
」

司会者

神聴連：村杉

勝

神通研：佐田恵美子

講

神聴連：渡邊

千城

神通研：深海

師

ゲスト：竹花

篤行

康太郎（デフリンピック選手）

手話を学び始めて間もない方、聴こえない人と出会ったばかりの方、手話や聴こえ
ない人達の問題に興味のある方も参加できる分科会です。ろうあ運動・全通研、神
通研の紹介・ゲストコーナーなど盛りだくさんです。神通研ってなんだか難しそう
と思っているあなた！そんな心配は無用です。たくさんの仲間に出会えるはずです。
ゲストは、 第２２回夏季デフリンピック大会棒高跳びの部で金メダルを取られた
竹花康太郎さんをお迎えします。 どんなお話をしていただけるかご期待ください。

第２分科会

『手話言語条例』
～今までの取り組み報告と、私たちの目指す社会について～

～
会員のみ参加できます

司会者

神聴連：井上

良貞

神通研：守橋

幸男

助言者

神聴連：河原

雅浩

神通研：山本恵三子

2015 年 4 月に神奈川県手話言語条例が施行され、手話推進計画がスタートして 2 年
半、計画期間 5 年間の折り返し地点を迎えます。これまで、神聴連、神通研、各通
訳者団体などで組織された「神奈川県手話言語等普及推進検討委員会」では、様々
な取り組みを行ってきました。昨年に引き続き、今までの取り組みの経緯や成果、
課題などを共有したいと思います。また、各地で普及推進のための取り組みが進ん
でいる電話リレーサービスについても学び、私たちが目指す社会について、皆さん
で考えてゆきます。

第３分科会

『 災害について考える』
～あなたならどう考える？災害時の対応～

会員のみ参加できます

司

会：神聴連

岡村

眞一

助言者：神聴連

内田

元久

神通研

竹内

恵子

さて問題です。「 大地震が発生し避難所に避難した。自分たち家族は 3 日分の保存

食と水の準備がある。しかし周りの避難者の多くは、食べ物も水も持って来ていな
い。あなたは、自分たちの食糧を周りの人々に分け与えますか？ 」･･･今回は災害時
の「困った状況」を題材にした「クロスロード （＝分かれ道）ゲーム」を使ってゲ
ーム形式で進めます。参加者同士意見交換しながら、災害時の対応について考えて
みましょう。
午前中は神奈川県内の 1 年間の取組報告の他、東北地方で東日本大震災を経験さ
れた方のお話しもお聞き出来る予定です。是非ご参加ください。

第４分科会

『 地域の手話』

会員のみ参加できます

司

会： 神聴連

京谷

講

師：県内のろう者

交渉中

記

録：神通研

美智子

若木

暁 ・出口

賢一

今回は 、
「地域の手話」をテーマにして神奈川にお住 まいの 3 人の方にお話をしてい
ただきます。地域 手話の魅力って・・・・なんだろう～ ？
共通手話ではない 地域 手話の魅力、個性 的な手話で新しい発見、手話のなりたちな
ぞ学びながら 楽しいひととき 一緒に過ごしませんか ？みなさま のご参加をお待ちし
ております。

申し込み方法 （２通りの方法があります）
１） チ ケ ッ ト方式 ・・・神通研集会実行委員・神聴連理事・地域のろう協役員・神通研役員
がチケットを持っています。必要事項を記入し、参加費と引き換えに「参加券（控え）」
をお受取り下さい。 ≪紛失しないようお願いします≫
２)振り込み方式 ・・・専用の青い払込取扱票に必要事項を記入し、郵便局から振り込
んで下さい。（振込手数料は自己負担でお願いします）
振込確認後に事務局より（参加券） をメール 又は ハガキ で送付いたします。
参加券をメールで受け取れるようになりました。
≪払込票にてメールアドレスを 記入しお知らせください≫
（加入者名は 神通研集会事務局の 「竹村」となっております。）
※郵便 局から の振 込連 絡に時 間が か かりま す。早 めに お申 込下さ い。
※メー ルの場 合は 必ず 印刷し たも の を当日 受付で 提示 して くださ い。

昼

食 ・ ・ ・横浜ラポール２階にレストランがありますが、混雑 が予想さ れます。
各自昼食をご持参 下さい。会場によっては飲食禁止 の所がありますので
ご注意下さい。

保

育 ・ ・ ・満３才から小学校入学前までのお子様 と
限定させていただきます。 希望さ れる方は
参加申し込みと同時に別途 お申込下さい。
集会当日に、保育料５００円（保険料を含む）
を申し受けます。
保育の当日申込みは出来ません。

情報保障・・全体会・各分科会には手話通訳がつきます。
要約筆記をご希望の方は、参加申込みと同
時に別途お申し出下さい。
尚、希望者が 、お一人の場合はノートテイク
になりますので、ご了承下さい。

保育・情報保障申込先
集会事 務局 E-mail アドレス
syuukai@jintsuken.com
携帯からでもＯＫです♪
集会事務局

上床

千里

FAX０４６ ６(２６)５４５４

会場について・・分科会会場がラポール座になった場合、靴を脱いでいただきます。
（会場の発表は当日となります。）
スポーツ施設の為、温度設定が低めです。各自、上着等調節できる
ものをお持ちください。
交流会・・分科会終了後に交流会を予定しています。当日ご案内いたします。

ゴミの持ち帰りにご協力ください。

＜横浜ラポール＞

