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あけましておめでとうございます。 

 
各サークルにおかれましてはますますご清祥のことと拝察

申し上げます。 

 

未だに多くの爪痕が残る東日本大震災からすでに5年が経と

うとしております。いまだ避難所生活されている方々は、どの

ような新年を迎えられたのかと心が痛みます。 
2011 年の震災後、9 月に岩手、11 月に福島と視察に行き､各

県手話サークル連絡協議会に対して、都サ連からの支援金をお

渡しすることができました。岩手県・福島県手話サークル連絡

協議会の話を聞いて、その活動ぶりに改めて手話サークル連絡

協議会の存在の意味や意義を知ることもできました。訪問後の

関係もあり、2013 年 1 月の一日研修会では、「忘れない東北

を！」というテーマを設け、被災三県からの手話関係者をお招

きすることもできました。その年の 8 月には被災地宮城のバス

ツアーを企画し、石巻の人達との交流をし、被災体験を手話で

話される迫力に圧倒されました。昨年 8 月には福島県手話サー

クル連絡協議会と交流・被災地の視察・原発で働く人の話を聞

くこともできました。 
東京に大地震を想定したとき、地域の手話サークル間のネッ

トワーク作りや聴覚障害者協会との関係作りがとても重要で

す。今後、都内の手話サークルが一つにまとまって力を結集で

きないものかと、話し合いを進めています。是非とも加盟サー

クルのご協力をお願いします。 
また、いくつかの大学の文化祭で、手話サークルの活動を見

学することができました。多いところで 70 人～80 人の会員が

いるようです。昨年 11 月に、東京都主催で『TOKYO 手話カレ

ッジ』も開催されましたが、若い人たちのエネルギーは計り知

れないものがあります。なんとか地域手話サークルと若い力の

関係作りができないものかと模索しています。       

代表者会議等で皆様のご意見をお聞かせ頂ければ幸いです。 
2016 年が皆様方にとって素晴らしい一年であるように、お祈

り申し上げます。 

             東京都手話サークル連絡協議会 
代表 高田直樹 

 
参政権保障委員会報告(2015/11/16, 11/29) 

 
参政権保障委員会では、毎月第3月曜日に定期会議

を開催しています。 

●情報アクセシビリティ・フォーラム(12/12～13) 

12/12～13、秋葉原にて開催された「情報アクセシ

ビリティ・フォーラム」にて展示を行なった。展

示内容は、当委員会で作成したコミュニケーショ

ンボード、およびその説明と、実際の運用の様子

(写真)など。 

●東京青年会議所との懇談会 

11/29、立川にて東京青年会議所との懇談会を行な

った。参政権保障委員会の各団体の紹介の後、聴

覚障がい者に対する情報保障について説明し、手

話通訳だけでなく要約筆記も重要な情報保障であ

ると理解をしていただいた。 

手話通訳者の映像の取り扱いについて、手話通訳

を映像として、公開したり保存したりする場合は、

手話通訳者の許可を事前に取ってほしいと説明

し、理解していただいた。今後は、許可を取ると

のこと。公開討論会のマニュアルにも、その旨記

載して、各団体に連絡してもらえるようにお願い

した。 

また、今後もお互いに連絡を密にし、協力してい

きましょうということになった。 

●北区議 斉藤里恵氏との懇談会 

2016/1/7に、ろう者で区議会議員の斉藤里恵氏と

の懇談会を開く予定。 

(事務局 三村) 

第 45 回耳の日記念文化祭要員募集 

 
日時：3 月 5 日（土）～3 月 6 日（日） 
会場：東京都障害者福祉会館・港区立勤労福祉会館 
テーマ：『思いやりの心と手話で拓け未来を！』 
 
都サ連の皆さまには、毎年ご協力いただいてお

りますが、今回もまた多くの要員が必要となりま

す。仕事の内容は、受付、案内・誘導、美化、警

備・火災対応、会場設営、記念誌袋詰めなどです。

申し込み締め切りは 2 月 1 日（月）、要員の説明

会は 2 月 20 日（土）14 時～16 時、場所は東京都

障害者福祉会館を予定しています。詳しくは別紙

でお知らせします。 
各サークルの皆様のご協力をよろしくお願い

します。 
(文責：都サ連 耳の日実行委員 河野・林・森野) 
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たましろの郷後援会役員会 

 
11 月 8 日にたましろフェスタ in
新宿が開催されました。たくさん

の方のご来場をいただき、ありが

とうございました。来年度のたま

しろフェスタは町田市で行われ

ます。お楽しみに！！ 
事務局から 
・2015 年度会員数…個人: 969 名 

1045 口 団体: 44 団体 66 口 
募金箱：30 個回収 ¥1,928,894
（12 月 8 日現在） 
≪みなさまにお願いです≫ 
これまで、みなさまのご協力を賜

り、後援会ではさまざまな活動を

行ってまいりましたが、現在、今

年度支払わなければならないロ

ーンがあと 130 万円ほど残って

しまっています。更なるお願いで

大変恐縮ですが、募金や来年度会

費の早目のお支払いなど、ご協力

いただきたく存じます。よろしく

お願いいたします。 
（文責 戸部） 

福祉対策会議報告 

第 102 回 福祉対策会議報告（11 月 9 日） 

・11/8（日）東京都主催の手話カレッジ。パフォーマンスや歌が多々あり、数多

くの若い参加者が見られた。東京都聴覚障害者連盟は展示、東京都中途失聴・

難聴者協会は福祉機器展示、情報文化センターは事業紹介を行った。 

・映画『レインツリーの国』の字幕制作に、東京都中途失聴・難聴者協会青年部

が協力、エンドロールに名前の記載がある。 

・2016 年 2/21（日）「ろう教育フォーラム in 東京」開催予定で講師交渉中。午

前の分科会：①全日ろう連教育・文化委員会委員長 小出氏 ②教育委員会 

ろう学校の展望  午後は全体会。 

・東京都は、福祉のまちづくりのガイドラインの審議を開始。素案資料は各団体

に配布され、都サ連受領分は代表が保管している。 

・都は、情報バリアフリーを進めるため、ユニバーサルデザインナビ（略称「UD

ナビ」）を開設しているが、手話のハンドブックなどさらなる具体的な内容を

要請中。 

・都サ連は、たましろフェスタにてパン屋を開店、収益 30,000 円を寄付したこ

とを報告。 

・手話言語条例に関して、都内での動きがいくつかある。 

・都の補助金打ち切りによる金町学園閉鎖問題。東聴連は学園存続の方向で協力 

していく。 

＊次回会議は 12 月 7 日（月） 

 

第 103 回 福祉対策会議報告（12 月 7 日） 

・11/15（日）東京都聴覚障害者大会（於：江東区）が終了。 

・11/28（土）東聴連課題対策会議 午前：災害対策学習会 82 名参加。午後：

北海道ろう連 佐藤英治副理事長・都立中央ろう学校 松本弘校長・全日ろう連 

久松三二事務局長 

・12/11（金）「手話言語法制定を求める全国集会～冬の陣～」 於：秋葉原コン

ベンションホール 東京から 5名参加。 

・12/12（土）・13（日）「情報アクセシビリティ・フォーラム 2015」（於：秋葉原） 

・3/5～6 耳の日記念文化祭開催に向け、実行委員会が始動。12/21（月）拡大実

行委員会。 

・11/21（土）～22（日）全日本難聴者・中途失聴者団体連合会福祉大会（香川

県）開催。 

・全難聴は来年 1 月 23 日～24（日）「要約筆記事業研修会」（於：大津市）を開

催予定。 

・東京都手話通訳問題研究会の 1 月定例学習会は 1/31（日） 金町学園見学会を

開催予定。 

・都サ連は 1 月 17 日（日）の一日研修会（於：日大文理学部）を予告。午前：

久松三二氏「ろう運動の必要性と手話サークルへの期待」・午後：早瀨久美氏

「生い立ち」 

・東京都は、福祉のまちづくり推進協議会の意見具申を発行。 

【災害】11/14（土）気象庁見学ツァー＆防災ミニ講座を実施。合理的配慮がさ

れていた。 

【参政権】11/29 青年会議所と話し合い。12/21 斉藤りえ北区区議を招いて懇談

会の予定（1/7 に変更になりました。）。 

【教育労働】「ろう教育フォーラム in 東京」は着々と準備中。12/22（火）労働

対策会議。 

・東京の福祉のあり方について、歴史を振り返り、もう一度原点に戻って話し合

いたい。 

＊第 38 回 聴覚障害者施策推進地域担当者会議：12 月 17 日（木）手話言語法・ 

福祉のまちづくりの学習会。記録：都サ連。 

＊次回会議は 2月 1日（月） 

（文責：高田・林） 

『第19回東京都のろう教育を 

考えるフォーラム』案内 

 
日時：2月21日（日）10:00～16:00 
会場：港区障害保健福祉センター

（ヒューマンプラザ） 
参加費：無料（資料代500円） 
下記のような興味深いテーマを

企画しています。 
「手話の環境とこれから」 
「東京都立ろう学校の教育の実

情と課題、将来に向けてろう学校

教育の計画」 
「人工内耳について」 
「東京愛育苑金町学園について」 
是非多くの方の参加をお待ちし

ています。予定を空けておいてく

ださい。 
チラシの配信許可が出ましたら、

事務局からすぐに配信をしたい

と思いますので、よろしくお願い

します。 


