
平成２５年度 手話サークル調査票 

 

○手話サークル 活動情報 

サークル名 浜北手話サークルさくらんぼ会（地域： 浜北    ） 

設立年月 昭和 49 年 9月 

活動拠点 施設名：浜北区高齢者ふれあい福祉センター 

活動曜日 毎週  火 曜日 

活動時間 19：00 ～ 21：00 

 

○ 手話サークル 活動内容 

会員数 全体数 35 名 （内訳:ろう者、難聴者  8名・健聴者 27名） 

部活動  

年間行事 

月 行事 

４月 浜松ろうあ者大会 

５月  

６月 静岡県ろうあ者大会 全国ろうあ者大会 

７月  

８月  

９月 まつぼっくりまつり 

１０月  

１１月 浜北ふれあい広場 

１２月 サークルクリスマス会 浜ろう協忘年会 

１月  

２月  

３月 みみの日大会 サークル総会 

その他  

活動内容 担当者による学習会 レク 浜ろう協、県聴協等の行事参加 

問題点 役員問題 会員数減少 

 

○サークルの特徴を一言で言うと？ 

学べるサークル 

 

 

 

 

 

 



平成２５年度 手話サークル調査票 

 

○手話サークル 活動情報 

サークル名 手話サークル虹  （地域：  浜北   ） 

設立年月 平成  5 年 8 月 

活動拠点 施設名：浜北区高齢者ふれあい福祉センター ボランティアビューロー1 

活動曜日 毎週  月曜日 

活動時間 9：30～11：30 

 

○ 手話サークル 活動内容 

会員数 全体数 30 名 （内訳:ろう者、難聴者 10名・健聴者 20名） 

部活動  

年間行事 

月 行事 

４月 総会  機関紙 

５月  

６月 北浜中学校カルチャー大会 グランドゴルフ 

７月 機関紙 

８月 みみの里チャリティーイベント手伝い 

９月  

１０月 
まつぼっくりまつり手伝い 光ヶ丘中学手話教室  

ハイキング 

１１月  

１２月 クリスマス会 

１月  

２月 20周年記念行事食事会交流会 

３月  

その他  

活動内容 学習、機関紙の発行 季節に合わせたレクリエーション 

問題点 新規入会と若年層会員の減少 

 

○サークルの特徴を一言で言うと？ 

楽しい事をみんなで一緒に大変なこともみんなで一緒に・・・ 

 

 

 

 

 



平成２５年度 手話サークル調査票 

 

○手話サークル 活動情報 

サークル名 森町三木の里手話サークル（地域： 磐田    ） 

設立年月 昭和 60  年  4月 

活動拠点 施設名：森町町民生活センター 

活動曜日 毎週   木 曜日 

活動時間 19：30～21：00 

 

○ 手話サークル 活動内容 

会員数 全体数  24名 （内訳:ろう者、難聴者  5名・健聴者  19名） 

部活動  

年間行事 

月 行事 

４月  

５月  

６月  

７月  

８月  

９月  

１０月 ふれあいまつり 

１１月  

１２月 クリスマス会 

１月 カルタ大会 

２月  

３月 総会 

その他 
日帰り旅行  

西サ連磐田班行事（バーベキュー・フーバ・旅行等） 

活動内容 
第 1週～第 3週グループ学習  

第 4週 レク 

問題点 会員の出席率が低い（特に冬期） 

 

○サークルの特徴を一言で言うと？ 

みんなで楽しく学習しています 

和やかな雰囲気です 

 

 

 

 



平成２５年度 手話サークル調査票 

 

○手話サークル 活動情報 

サークル名 豊田手話サークル藤 （地域： 磐田 ） 

設立年月 平成   6年   月 

活動拠点 施設名：豊田福祉センター 

活動曜日 毎週 月 曜日 

活動時間 19：15 ～ 20：45 

 

○ 手話サークル 活動内容 

会員数 全体数  18名 （内訳:ろう者、難聴者  5名・健聴者  13名） 

部活動  

年間行事 

月 行事 

４月 
総会（会計報告・役員決定）  

日帰り旅行 

５月  

６月 国分寺まつり手伝い（まつぼっくり・みみの里） 

７月 フーバ交流会（サ連、袋井） 

８月 夏の交流会 バーベキュー交流会（サ連、磐田） 

９月 ふれあい広場 

１０月  

１１月 日帰り旅行 

１２月 クリスマス会 

１月 新年会 

２月  

３月 反省会 

その他 年間を通して手話の学習 

活動内容 手話を学びながら行事に参加し交流を深める 

問題点 会員に合わせた手話の勉強方法 

 

○サークルの特徴を一言で言うと？ 

手話に興味のある人ならだれでも参加でき、楽しく手話を学べます 

 

 

 

 

 



平成２５年度 手話サークル調査票 

 

○手話サークル 活動情報 

サークル名 手話サークル磐友会（地域： 磐田 ） 

設立年月 昭和 45年 8月 

活動拠点 施設名：ｉプラザ ２階ふれあい交流室 

活動曜日 毎週 木 曜日 

活動時間 19：00～20：30 

 

○ 手話サークル 活動内容 

会員数 全体数 54 名 （内訳:ろう者、難聴者  8名・健聴者  46名） 

部活動  

年間行事 

月 行事 

４月 総会     磐田地区班 旅行 

５月 お話会 

６月 食事会 

７月 お話会 

８月        磐田地区班 バーベキュー 

９月 お話会    社協行事 ボランティアトレイン 

１０月 歓迎会    社協行事 ふれあい広場 

１１月 お話会 講演会 

１２月 クリスマス会 

１月        磐田地区班 新年会 

２月 お話会    社協行事 ボランティアまつり 

３月  

その他 袋井ふれあいサークル主催のフーバ大会に隔月参加 

活動内容 

手話の学習 

聴覚障害者との交流 

磐田班のサークル交流 

問題点 人数が多いため顔と名前が一致しない 

 

○サークルの特徴を一言で言うと？ 

手話通訳者を目指す人、目指さない人もお互いに手話を学び、聴覚障害者の理解を深める 

 

 

 

 



平成２５年度 手話サークル調査票 

 

○手話サークル 活動情報 

サークル名 袋井手話サークル「ふれあい」（地域：磐田 ） 

設立年月 平成 6  年  4 月 

活動拠点 施設名：袋井ボランティアセンター（保健センター分室） 

活動曜日 昼間部 毎週 木曜日    夜間部 毎週 火曜日 

活動時間 10:00～11：00        19:30～20:45 

 

○ 手話サークル 活動内容 

会員数 全体数  50名 （内訳:ろう者、難聴者  5名・健聴者 45 名） 

部活動  

年間行事 

月 行事 

４月 総会 

５月  

６月  

７月 フーバ大会  ミニ講演会 

８月  

９月  

１０月 フーバ大会 

１１月  

１２月 クリスマス会  忘年会 

１月  

２月 カルタ大会 

３月  

その他  

活動内容  

問題点  

 

○サークルの特徴を一言で言うと？ 

昼間部と夜間部があり、幅広い年齢層が集まり「コミュニケーション」と「輪」を広げて

いる楽しいサークルです。 

 

 

 

 

 

 



平成２５年度 手話サークル調査票 

 

○手話サークル 活動情報 

サークル名 たんぽぽ （地域： 湖西    ） 

設立年月 昭和  50年 4月 

活動拠点 施設名：湖西市新居地域センター 

活動曜日 毎週  木 曜日 

活動時間 19:30～21:00 

 

○ 手話サークル 活動内容 

会員数 全体数 13 名 （内訳:ろう者、難聴者  6名・健聴者  7名） 

部活動  

年間行事 

月 行事 

４月 手話学習 

５月 手話学習   行楽 

６月 手話学習 

７月 手話学習 

８月 手話学習 

９月 手話学習   ふれあい広場 

１０月 手話学習   西部公民館まつり 

１１月 手話学習 

１２月 手話学習   忘年会（兼新年会） 

１月 手話学習 

２月 手話学習   教養講座 

３月 手話学習   反省会 

その他 第 5木曜日は茶話会 

活動内容 手話学習 ゲーム 

問題点 会員が増えない事 

 

○サークルの特徴を一言で言うと？ 

アットホームな雰囲気のサークル 

年齢に幅があり（中学生～60 代）それぞれの情報を交換したり、わからない事を教え合っ

たりできることも魅力です 

 

 

 

 

 

 



平成２５年度 手話サークル調査票 

 

○手話サークル 活動情報 

サークル名 手話サークル「いちばん星」（地域：三ケ日） 

設立年月 昭和６３年４月 

活動拠点 施設名：三ケ日協働センター 

活動曜日 毎週 木曜日 

活動時間 １９：３０ ～ ２１：００ 

 

○ 手話サークル 活動内容 

会員数 全体数２３名 （内訳:ろう者、難聴者 ６名・健聴者 １７名） 

部活動 総務・学習・機関紙・その他： 

年間行事 

月 行事 

４月 いちばん星総会 

５月  

６月  

７月 会員交流会「ソフトバレー」 

８月  

９月  

１０月  

１１月  

１２月 会員交流会「クリスマス会」 

１月  手話劇の練習 

２月 手話劇の発表 

３月  

その他  

活動内容 手話学習、情報交換等 

問題点 会員数の減少 

 

○サークルの特徴を一言で言うと？ 

 

仲の良い冗談の言い合える楽しいサークル。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２５年度 手話サークル調査票 

 

○手話サークル 活動情報 

サークル名 細江町手話サークル「おむすび」（地域：湖西） 

設立年月 平成１４年４月 

活動拠点 施設名：細江町介護予防センター 

活動曜日 毎週 水曜日（第５水曜は休み） 

活動時間 １９：３０ ～ ２１：００ 

 

○ 手話サークル 活動内容 

会員数 全体数３８名 （内訳:ろう者、難聴者 １１名・健聴者 ２７名） 

部活動 総務・学習・機関紙・その他： 

年間行事 

月 行事 

４月 総会、花見 

５月  

６月  

７月 七夕 

８月 花火 

９月  

１０月 ふれあい広場 

１１月  

１２月 クリスマス会、忘年会 

１月  

２月  

３月  

その他  

活動内容 

・ 学習とレクなど、楽しく参加できるようにしています。 

・ 月の行事予定を前月にみんなで決めます。 

・ メーリングリストで情報交換を行なっています。 

問題点 
・サークルに長くいる人は少なく、入門または基礎講座終了後に入会し、

しばらくすると来なくなるパターンを繰り返しています。 

 

○サークルの特徴を一言で言うと？ 

 

アットホームな雰囲気です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２５年度 手話サークル調査票 

 

○手話サークル 活動情報 

サークル名 手話サークル太陽の会 菊川昼例会 ひまわり （地域： 小笠    ） 

設立年月 平成   2年 4月 

活動拠点 施設名：プラザけやき （ボランティア室） 

活動曜日 第 1・2・4 金 曜日 

活動時間 13:30～15:30 

 

○ 手話サークル 活動内容 

会員数 全体数  24名 （内訳:ろう者、難聴者  8名・健聴者  16名） 

部活動 総務・学習・機関紙・レク・出前講座・本部行事・ろう協行事参加 

年間行事 

月 
行事 

第 1週     第 2週      第 4週 

４月 ひまわり総会・花見  レク       手話学習 

５月 祝日休み       レク       手話学習 

６月 出前講座 HUG     レク       手話学習 

７月 掛川サークル交流会  レク       手話学習 

８月 出前講座料理教室   レク       手話学習 

９月 健康体操       レク       ハイキング 

１０月 ふれあい広場の準備  レク      ふれあい広場準備 

１１月 手話学習       グランドゴルフ  カルタの練習 

１２月 カルタの練習     お楽しみ会    休み 

１月 休み         カルタ大会    手話学習 

２月 豆まき 役員改選   レク       手話学習 

３月 H26度の活動について レク       手話学習 

その他 

役員会 4・5・7・9・11・2月 

グループ会議 6・8・10・12月 

新旧役員会 新グループ会議 3月 

活動内容 レク班・学習班・会報班 3つの班がある 

問題点 若い会員が少ない 

 

○サークルの特徴を一言で言うと？ 

40 代、50 代、60 代、70 代とさまざまな年齢層なので、いろんな情報が入っておもしろい

し、又、レクリエーションもいろいろ工夫されていて毎回楽しみです。 

 

 

 



平成２５年度 手話サークル調査票 

 

○手話サークル 活動情報 

サークル名 手話サークル太陽の会 掛川昼サークル （地域： 小笠  ） 

設立年月 平成   2年 8月 

活動拠点 施設名：掛川生涯学習センター 

活動曜日 隔週  火 曜日 

活動時間 10:00～12:00 

 

○ 手話サークル 活動内容 

会員数 全体数  27名 （内訳:ろう者、難聴者  10名・健聴者  17名） 

部活動 総務・学習・機関紙・交流会・出前講座など 

年間行事 

月 行事 

４月 総会 

５月 手話劇 グランドゴルフ 

６月 ストレッチ 

７月 他サークルとの交流 高齢者施設での交流会 

８月 手話学習 

９月 防災について ハイキング 

１０月 教養講座 社会見学 

１１月 料理教室 

１２月 生け花 

１月 新年会 

２月 サークル役員選出 

３月 桜を見る会 

その他  

活動内容 ろう高齢者の住んでいる施設での交流会など 

問題点 特になし 

 

○サークルの特徴を一言で言うと？ 

活動時間が日中なので主婦の方が多数いらっしゃるので温かい家庭的な雰囲気のサークル

です。 

最年長のろう高齢者は 93歳です。 

元気に通ってきてくれています。 

 

 

 

 

 

 



平成２５年度 手話サークル調査票 

 

○手話サークル 活動情報 

サークル名 手話サークル太陽の会 掛川夜例会（地域： 小笠    ） 

設立年月 昭和   51年 1月 

活動拠点 施設名：掛川生涯学習センター 担い手の部屋 

活動曜日 毎週    木曜日 

活動時間 19:30～21:00 

 

○ 手話サークル 活動内容 

会員数 全体数  43名 （内訳:ろう者、難聴者  11名・健聴者  32名） 

部活動  

年間行事 

月 行事 

４月 総会 

５月  

６月  

７月 他サークルとの交流 

８月 バーベキュー交流会 お楽しみ会 

９月  

１０月 ふれあい広場 

１１月 スポーツ交流会 

１２月 お楽しみ会 

１月 茶話会 

２月  

３月 手話劇 茶話会 

その他 

第 1週 部会 

第 2週 レク 

第 3週 学習 

第 4週 役員会 

活動内容 

1．ろうあ者の生活と権利を守り、ろうあ者に対する理解を深めていく 

2. ろうあ者と健聴者の交流及び情報交換の場である 

3. 手話通訳の育成、養成の場である 

問題点 サークル会員の定着率が悪い 

 

○サークルの特徴を一言で言うと？ 

笑顔が絶えない明るく温かい雰囲気です。 

 



平成２５年度 手話サークル調査票 

 

○手話サークル 活動情報 

サークル名 手話サークル太陽の会 大須賀（地域： 小笠    ） 

設立年月 昭和   56年 12月 

活動拠点 施設名：掛川市大須賀市民文化センター 

活動曜日 隔週  木曜日 

活動時間 19:30～21:00 

 

○ 手話サークル 活動内容 

会員数 全体数  12名 （内訳:ろう者、難聴者  6名・健聴者  6名） 

部活動  

年間行事 

月 行事 

４月 総会 

５月 学習 レクリエーション 

６月 学習 レクリエーション 

７月 バーベキュー 

８月 小笠ろうあ協会 手話サークル太陽の会 合同研修会 

９月 小笠ろうあ協会 手話サークル太陽の会 合同小運動会 

１０月 ろう高齢者を考える会 

１１月 学習 レクリエーション 

１２月 小笠ろうあ協会 手話サークル太陽の会 合同クリスマス会 

１月 手話サークル太陽の会 カルタ大会 

２月 学習 レクリエーション 

３月 学習 レクリエーション 

その他  

活動内容 
テキストを使っての学習 料理教室 ゲーム  

史跡めぐり ふれあい広場 

問題点 
サークル会員が少ない 

健聴者が増えてほしい 

 

○サークルの特徴を一言で言うと？ 

家族みたいな雰囲気 

 

 

 

 

 



平成２５年度 手話サークル調査票 

 

○手話サークル 活動情報 

サークル名 手話サークル太陽の会 御前崎例会（地域： 小笠    ） 

設立年月 昭和   59年  4月 

活動拠点 施設名：浜岡福祉会館 はまおかボランティアセンター 

活動曜日 隔週  木 曜日 

活動時間 9:30～11:30  19:30～21:00 

 

○ 手話サークル 活動内容 

会員数 全体数  31名 （内訳:ろう者、難聴者  6名・健聴者  25名） 

部活動  

年間行事 

月 行事 

４月 総会 

５月 初心者手話講習会協力 

６月 初心者手話講習会協力 

７月 手話学習他 

８月 手話学習他 

９月 ふれあい広場準備 

１０月 
ふれあい広場準備 

手話サークル太陽の会御前崎例会創立 30周年記念 

１１月 手話カルタ会 

１２月 今年の反省 

１月 来年度計画 

２月 新年度役員選出 

３月 ひなまつり 

その他  

活動内容 

定例会 

初心者手話講習会への協力 

市の行事であるふれあい広場への参加 

太陽の会行事の参加、他 

問題点 ろうあ者が高齢になり、サークルのあり方を考える必要がある 

 

○サークルの特徴を一言で言うと？ 

年齢層が広く、ファミリーの様に楽しく活動しています 

 

 



平成２５年度 手話サークル調査票 

 

○手話サークル 活動情報 

サークル名 手話サークル太陽の会 大東例会（地域： 小笠    ） 

設立年月 平成   5年   9月 

活動拠点 施設名：大東市民交流センター 

活動曜日 第 1・3  木曜日 

活動時間 19:30～21:00 

 

○ 手話サークル 活動内容 

会員数 全体数  19名 （内訳:ろう者、難聴者  6名・健聴者  13名） 

部活動 学習・レク 

年間行事 

月 行事 

４月 太陽の会本部総会（担当 大東） 

５月 掛川市ボラ連絡会 

６月 掛川市ボラ連ふれあいカップ 

７月 掛川市 3地域バーベキュー（掛川・大須賀・大東） 

８月  

９月 
ボラ連大東支部交流会  

小笠ろう高齢者を考える会お楽しみ交流会 

１０月  

１１月 地域手話講習会（大須賀・大東） 

１２月 
大東市民交流フェスタ参加  

掛川ろう高齢者を考える会交流会 

１月 太陽の会本部行事 手話カルタ大会 

２月 大東例会創立 20周年記念大会 

３月  

その他  

活動内容  

問題点 
男性会員が少ない 

役員を決めるのが大変 

 

○サークルの特徴を一言で言うと？ 

のんびり 

マイペース 

 

 

 



平成２５年度 手話サークル調査票 

 

○手話サークル 活動情報 

サークル名 手話サークル太陽の会 菊川例会（地域： 小笠  ） 

設立年月 昭和  49年 4月 

活動拠点 施設名：菊川総合保健福祉センター プラザけやき 

活動曜日 毎週  木 曜日 （第 2は役員会） 

活動時間 19:00～21:00 

 

○ 手話サークル 活動内容 

会員数 全体数  38名 （内訳:ろう者、難聴者  13名・健聴者  25名） 

部活動 学習・機関紙・レクリエーション 

年間行事 

月 行事 

４月 総会 

５月 ハイキング 

６月  

７月 掛川サークルとの交流会 

８月 
行政出前講座 

ろうあ協会・太陽の会共催研修会 

９月 ろうあ協会・太陽の会共催小運動会 

１０月 菊川市ふれあい広場 

１１月 奉仕員養成講座基礎受講生との交流会 

１２月 ろうあ協会・太陽の会共催 クリスマス会 

１月 太陽の会本部主催 手話カルタ大会 

２月 
市ボランティア連絡協議会交流 

豆まき 

３月  

その他  

活動内容 

・定例会 レクリエーション 手話学習 3分間スピーチ 部ごとの会議 

・役員会 菊川例会・本部 

・菊川例会の行事（総会 ハイキング 手話カルタ 豆まき 他サークル

との交流 行政の出前講座など） 

・ろうあ協会 太陽の会本部共催行事への参加 

（研修会 小運動会 クリスマス会） 

・太陽の会本部主催行事への参加（総会 手話カルタ大会） 

・菊川市ろうあ部・手話通訳者協会・手話サークルの合同会議 

・県聴協、県通研、県サ連、市ボラ連、社協など関連団体の行事や研修会

等への参加や協力 

問題点 新しい会員が増えないこと 

 

○サークルの特徴を一言で言うと？ 

ファミリー的なあたたかいサークルです 

 



平成２５年度 手話サークル調査票 

 

○手話サークル 活動情報 

サークル名 浜松手話サークルやまびこ会 東部支部（地域：浜松） 

設立年月 昭和５５年１１月３０日 

活動拠点 施設名：向宿公会堂 (2014.4より浜松市立東部協働センター【予定】) 

活動曜日 毎週 木曜日 

活動時間 19：00 ～ 21：00 

 

○ 手話サークル 活動内容（2013年 11月現在実績と 12月以降の予定） 

会員数 全体数 41名 （内訳:ろう者、難聴者 12名・健聴者 29名） 

部活動 
(支部) イベント・文化・会報・みみぼっくり 

( 会 ) 会報部・レク部・みみぼっくり部 

年間行事 

月 行事 

４月 定期総会 

５月 いろいろ「やまびこ支部と交流会」 

６月 いろいろ「手話でＧＯ！を読もう！知ろう！」 

７月 いろいろ「政見放送を見る会」 

８月 いろいろ「ゲーム」 

９月 
全体会 「手話でＧＯ！学習会 

～ろう教育/浜松ろう学校を知ろう～」 

１０月 いろいろ「ゲーム」 

１１月 いろいろ「講演会」 

１２月 いろいろ「お楽しみ会」  （予定） 

１月 新春のつどい       （予定） 

２月 いろいろ「ローソクづくり」（予定） 

３月 未定 

その他  

活動内容 

・活動場所の東部協働センターが耐震工事のため２０１４年３月までは 

仮の会場で活動しています。 

・第１週 係活動 （イベント・文化・会報・みみぼっくり） 

 第２・３週 手話学習 ３つのグループに分かれて 

 第４週 いろいろ 手話の学習にこだわらないで文字通りいろいろな 

          企画を通し、視野を広げています。 

・単語の学習 

・フリースピーチ 個人の手話技術向上と情報提供も兼ねています。 

問題点 

 

・役員の成り手がいない。 

 

 

○サークルの特徴を一言で言うと？ 

老若男女そろってアットホームな明るく楽しいサークルです。 

特に最近は、若い人が増えてきました！！ 

 

 

 



平成２５年度 手話サークル調査票 

 

○手話サークル 活動情報 

サークル名 手話サークルやまびこ会 やまびこ支部（地域：浜松     ） 

設立年月 昭和 45 年 1 月 

活動拠点 施設名：浜松市福祉交流センター 

活動曜日 毎週  木 曜日 

活動時間 19:00 ～ 21:00 

 

○ 手話サークル 活動内容 

会員数 全体数 ２０名 （内訳:ろう者、難聴者 ６名・健聴者 １４名） 

部活動 会報・レク・その他： 

年間行事 

月 行事 

４月  

５月  

６月 3B体操・ハイキング 

７月  

８月 食事会 

９月  

１０月 絵手紙・レクリエーション 

１１月  

１２月 忘年会 

１月 新年会 

２月  

３月 支部総会 

その他 
他支部との合同会議・レク等は随時 

会全体のイベント参加（旅行・クリスマス会・講演会など） 

活動内容 
「新しい手話単語」の学習とその例文を使っての表現・読み取りの練習・

情報提供など 

問題点 

参加者が少ない時に、予定した学習を進めるのがむずかしい。 

学習方法がなかなか定まらない（話し合い中） 

新会員が少ない。 

 

○サークルの特徴を一言で言うと？ 

 

少人数なので、それなりの人数が必要な事はできないが、動きやすく、互いの顔を見たコミ

ュニケーションができる。 

 

 



平成２５年度 手話サークル調査票 

 

○手話サークル 活動情報 

サークル名 手話サークルやまびこ会 すみれ（地域：浜松  ） 

設立年月 昭和   52年 11月 11日 

活動拠点 施設名：浜松市福祉交流センター 

活動曜日 毎週  金曜日（第 5週・祝日はお休み） 

活動時間 10：00 ～ 11：45 

 

○ 手話サークル 活動内容 

会員数 全体数 63名 （内訳:ろう者、難聴者 12 名・健聴者 51 名） 

部活動 すみれ座・合唱・ふれあい・表現研究・童話・からだ元気 

年間行事 

月 行事 

４月 すみれのつどい 

５月 フルーツパーク 

６月 みみの里との交流会 

７月 ボウリング大会 

８月 折紙 

９月 食事会 

１０月 講演会 

１１月 卓球大会 

１２月  

１月 新春しゅわべり 

２月 部活発表会 

３月 お楽しみ会 

その他 

会企画 

6月 新歓コンパ 

9月 ろう学校を知ろう 

2月 ろう児とのふれあいを通じて 

レク部 

9月 バス旅行 

12月 クリスマス会 

活動内容 

第 1週 新しい手話 レベル別学習 

第 2週 ミニミニ報告会 グループ学習 

第 3週 部活動 

第 4週 行事 

地域イベントへの参加 

問題点 役員の担い手がいない 

 

○サークルの特徴を一言で言うと？ 

女性が多いサークルです。 

お子さん連れでも大歓迎！ 

 



平成２５年度 手話サークル調査票 

 

○手話サークル 活動情報 

サークル名 手話サークルやまびこ会 やまびこの樹（地域： 浜松    ） 

設立年月 昭和  57年 4月 

活動拠点 施設名：浜松市北部協働センター 

活動曜日 毎週   火 曜日 

活動時間 19:00～21:30 

 

○ 手話サークル 活動内容 

会員数 全体数  22名 （内訳:ろう者、難聴者  7名・健聴者  15名） 

部活動  

年間行事 

月 行事 

４月 お花見 

５月 駿府匠宿に行こう 

６月 太田さんに会いに行こう 

７月 七夕 

８月 ビール列車に乗ろう 

９月 ボウリング大会 

１０月 北部協働センターまつり 

１１月 アクティ森に行こう 

１２月 クリスマス会・忘年会 

１月 サーフハウスオオタ餅つき大会に行こう 

２月 節分 

３月 イチゴ狩り 

その他  

活動内容 
「手話学習」よりも「手話でのコミュにケーション」に重点を置いていま

す 

問題点 活動できる人が偏り、実行委員などが毎回同じ人になってしまう 

 

○サークルの特徴を一言で言うと？ 

手話ができる・できないにかかわらず、自由に会話を楽しんでいます 

定例化には男性の会員も多く参加しています 

 

 

 

 

 



平成２５年度 手話サークル調査票 

 

○手話サークル 活動情報 

サークル名 手話サークル もみじ（地域： 浜松  ） 

設立年月 平成   21年 12月 

活動拠点 施設名：浜松市雄踏文化センター 

活動曜日  

活動時間 25年 11月より休会  

 

○ 手話サークル 活動内容 

会員数 全体数  15名 （内訳:ろう者、難聴者  3名・健聴者  12名） 

部活動  

年間行事 

月 行事 

４月  

５月  

６月  

７月  

８月  

９月  

１０月  

１１月  

１２月  

１月  

２月  

３月  

その他  

活動内容  

問題点  

 

○サークルの特徴を一言で言うと？ 

 

 

 


