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写真：討論会の司会を務める山本直樹さん

◇場      所平成20年7月12日(土)～13日(日) 湖西市健康福祉センター『おぼと』：

　７月１２日（土）～１３日（日）、湖西市にて、「第29回静岡県ろうあ青年研究討論会」が行われ、静
岡支部からは２日間合わせて９名の青年部員が参加しました。
　内容は、１日目が愛知県聴覚障害者理事を務める平政司氏を講師にお迎えし、「青年運動」を
テーマに講演させて頂きました。講演終了後は、「お楽しみ企画」として、某クイズ番組を真似したク
イズ大会や女性限定のファッションショー、男性限定の変顔にらめっこが行われ、各グループともに
盛り上がり、参加者同士の交流を深めました。
　続いて、２日目は「青年部崩壊の危機」をテーマに２つのグループに分かれて討論会を進め、最
後に各グループの発表会が行われました。

≪感想≫
　1日目は愛知県聴覚障害者協会の理事をされている平政司さんの講演で、「青年活動」をテーマに話していただきまし
た。
　今の青年部員で、「ろう運動とは何か？」わからない人が増えています。私自身も、青年部に入るまでは全く知りません
でした。でも、青年部に入り、先輩たちからろう運動・ろう歴史・手話などいろいろと教わりました。平さんは「青年部はろう
運動の原点である」と言いましたが、本当にその通りだと思いました。青年部活動を通して、ろう運動を理解できたので、
そういう意味で青年部は必要だということをこの講演を通して実感しました。
　2日目、「青年部の崩壊の危機」というテーマで討論を行いました。
　青年部員が減っている、青年部活動に興味にない人が増えている、青年部活動内容をどう説明したらいいかわからな
いなど、様々な問題点が取り上げられ、それに対する解決方法を探りましたが、時間がなくて中途半端に終わったのが残
念でした。でも、討論を通して、参加者全員が今の青年部を何とかしなければ！という意識を持つことは出来たのではな
いでしょうか。
　堅苦しそうな県青研ですが、講演や討論だけでなく、お楽しみ企画として某テレビ番組を真似した「クイズ」や女性陣の
「ファッションショー」や男性陣の「変顔にらめっこ」も行われました。ファッションショーというと、美しい女性達の華やかな姿
を想像した方も多いと思いますが、実態は違いました。服は普段着、小道具としてなぜかモップや傘やカバンなどがあり、
それを持ってモデル歩きするというものでした。ちなみに、私はきつねのお面をかぶって歩きました・・・。
　また、１日目の夜は遅くまで他の支部の青年部員と「交流」という名目のただ単なる「飲み会」を行ったりと、大いに盛り
上がりました。平さんが言うには、青年部は「仲間作りの場」はもちろん、「恋愛の場」でもあるそうです。飲みたい青年部
員や恋愛したい青年部員の方、来年ぜひ参加してみてください！（Ｍ．Ｔ）
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　７月１９日（土）、静岡ろう学校にて、「しずろう夏ま
つり」が行われました。
　静岡ろう協からは、青年部が「魚つり」、「射的」、
「輪投げ」を出店しました。
　また、同時にスタンプラリーを実施し、目標点を超
えた人に対しては青年部員達が作ったメダルをプ
レゼントするという企画も行われましたが、実際は
少なかったです。
でも、ろう学校の子どもたちと触れ合うことで、良い
経験になったのではないのでしょうか。

≪感想≫
7月１９日に静聾夏祭りが行われ、市青年部も参加してきました。青年部からは魚つり、射的、輪投げのゲームを出店しま
した。開始時から子どもたちがたくさん押し寄せてきて、青年部のメンバーたちは大忙し！でも子どもも青年部メンバーも
お互いに楽しそうにやりとりをしていたのが印象的でした。
　こういう機会を通して、ろう協と聾学校とのパイプが一段と強くなればと願っています。来年は青年部だけでなく、多くの
ろう者も静聾夏祭りに顔を出してほしいなぁと思っています。（M.U）

　７月２０日（日）、静岡県総合社会福祉会館７Ｆ７０３会議室にて、静聴協理事をはじめ、各支部の
役員、一般会員が一堂に集い、「平成２０年度幹部研修会」が行われました。
　午前の部は、全日ろう連評議員会報告があり、各分科会に参加した理事がそれぞれ報告しまし
た。
　午後の部は、県警免許課の安川氏をお招きし、「聴覚障害者標識」をはじめ、聴覚障害者の免許
についての説明、質疑応答がありました。この後、専門部、総務・会計・支部長、福祉対策部、手話
対策部・文化部、体育部、と５つのグループに分かれて、各支部の取り組みの問題・課題などの討
議、情報交換などが行われました。

平成20年度幹部研修会平成20年度幹部研修会平成20年度幹部研修会平成20年度幹部研修会

静岡ろう学校夏まつり静岡ろう学校夏まつり静岡ろう学校夏まつり静岡ろう学校夏まつり

静岡ろう学校

平成20年7月19日(土)

静岡県総合社会福祉会館平成20年7月20日(日)◇実 施 日 ： ◇場      所 ：

◇実 施 日 ：

◇場      所 ：

写真：夏まつりの様子

写真：小泉組織部長の挨拶 写真：県警免許課の説明
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　７月２７日（日）、菊川市保健福祉センター「けや
き」にて、「第１２回文化活動研修会」が行われまし
た。
　内容は、日本ろう史学会会長を務める桜井強氏
を講師にお迎えし、「東海ろうあ連盟の歴史」を
テーマに講演させて頂きました。
　講演の方は、ろう歴史と出会ったきっかけから始
まり、東海ろうあ連盟の流れ、各支部の状況、東海
地方各地にあるろう学校の様子をお話しされまし
た。
来年度は静岡支部担当です。是非参加しましょ
う！

８月２４日は大雨でしたが、朝早く、集合し電車で富戸駅に向かいました。
まず、「ヘイズダイブ」オーナーの方が迎えに来てくれて、簡単に説明、注意をわかりやすく手話で説明してくれ
ました。そして、富戸ヨコバマまで向かい、着替えと準備を済ませ、海を見たとき、津波があり、「大雨の中でダ
イビング出来るのか？？」と一杯不安だらけでした…。
ファンダイブと体験ダイビングの２つにわかれて順番を待ちました。私は、体験ダイビングを申し込んだので、
本番になると緊張でガチガチ…（苦笑） 改めて、説明され、私とインストラクターと一緒に潜りました。はじめ、
緊張とパニックで、水中で呼吸できずに何度も上がってしまいました。 しばらくして、水中にもぐりだんだん慣れ
ていき、どんどん、進んで行くが、どこを潜ってるかわからないほどで、時間も忘れてゆきます。 ８ｍくらい潜
り、海は透明ではなかったので、８ｍいる感覚がわかりませんでした。やっぱり、晴れた日だとわかるかもしれ
ませんね？うつぼに、さざえに、ふぐに、いろんな魚を近くに見られました。そして、最後に空を飛んでいるかの
ような浮遊感を味わいました。
体験してみて思ったこと、始め不安もあったが、その不安を忘れて楽しめました。
また、リベンジするなら晴れた日には絶対にやってみたいと思い、来年もあればいいなぁと思いました。
ダイビングの体験がない人は、是非一回やってみれば、絶対ハマります！！（ダイビング企画担当）

：

◇実 施 日

◇場      所 菊川市保健福祉センター「けやき」

： 伊東市富戸

写真：参加者、インストラクターの集合写真

第12回文化活動研修会第12回文化活動研修会第12回文化活動研修会第12回文化活動研修会

ダイビングダイビングダイビングダイビング

平成20年8月24日(日) ◇場      所

写真：準備をしている様子

平成20年7月27日(日)

写真：桜井強氏の講演

：

：

◇実 施 日
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　９月７日（日）、はなの舞静岡駅南口店にて、青年
部の静岡支部と富士支部の交流会の一環として、
「ビアガーデン」が行われました。
　本来は、ＪＲ静岡駅のパルシェ屋上「ジョルダン・
ビアガーデン」にて行う予定でしたが、当日はあい
にくの雨、しかも雷雨でしたので、予約をキャンセ
ルし、ＪＲ静岡駅南口の「はなの舞」に会場を移しま
した。写真：ビアガーデンの様子

　当日は、雷雨で本来のビアガーデンが出来なかったのは残念でしたが、このような状況にもか
かわらず皆さんに楽しんで頂けたのが幸いでした。また、富士からの参加者もほとんどが知って
いる方でしたが、今まで話をする機会がなかった方もいましたので、良い交流になったと思いま
す。機会があれば、天気の良い日にまたビアガーデンができたら、と思っています。（森匡之／ビ
アガーデン担当）

：

：

： 清水港みなと寿司（清水区）

平成20年9月7日(日)

15名（うち静岡支部8名）

◇場      所

　静岡市ろうあ協会清水ブロックの納涼会が８月３１日に行われ、１２名が参加しました。
　前日まで参加人数が悪く、また全国でゲリラ豪雨と不安定な天気も続いたりと不安でした。が、当
日は天候に恵まれ、ムシムシ暑かったけど良い天気で参加者も２ケタを超え、僕はホッとしました。
　みなと寿司で、２時間のバイキング、食べ放題、飲み放題で、ほとんどの人は１時間位で満腹に
なりましたが、残りの時間はデザートを食べながらゆっくりお喋りしたり、交流を深めました。
　反省点は、参加者が盛り上がりにくかった事、会場がわかりにくかったところもありましたが、良い
経験になりました。皆さんの協力で無事に終えることができました。
　年末は忘年会を予定していますので、ぜひ参加してください！（清水・夜ブロック長）

　８月３１日（日）、ＪＲ清水駅東口にある「河岸の
市」内の「清水港みなと寿司」にて、清水・昼ブロッ
ク、夜ブロックの合同で納涼会が行われました。
　今回は昼間開催にもかかわらず、清水・昼ブロッ
ク、夜ブロックで合わせて１２名（清水・昼ブロック６
名、清水・夜ブロック６名）が参加しました。さらに、
この日は天候に恵まれ、新鮮な魚をおいしく頂きな
がらお互いの親睦を深めました。

写真：納涼会の様子

はなの舞（駿河区）

◇参加人数

ビアガーデンビアガーデンビアガーデンビアガーデン

◇場      所

◇実 施 日 ：

納涼会（清水・昼ブロック、夜ブロック合同）納涼会（清水・昼ブロック、夜ブロック合同）納涼会（清水・昼ブロック、夜ブロック合同）納涼会（清水・昼ブロック、夜ブロック合同）

平成20年8月31日(日)◇実 施 日

　前日まで猛烈な雨が降るという不安な天気が続いてましたが、本日は嘘のように猛暑で晴天でし
た。
　納涼会での飲食放題バイキング式で、釣れたての新鮮な魚があって、特に寿司がおいしかったで
す。１２名と少なめの参加者でしたが、皆さんと楽しく交流を深める事ができました。（Ｓ．Ｙ）

：
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◇場      所

　恒例の敬老会が今年も行われました。
　キャンセルする方がいましたが、それでも一般参加者を含め３０名を超えました。ただ、若者の参
加が少なかったのが残念です。久しぶりに見る顔もあれば、久々の再会を喜ぶ方々もいました。
　午前はデイサービスのインストラクター達が考えて下さった楽しいゲーム、レクリエーションです。
軽い体操、楽しいゲームに参加者も大いに盛り上がったようです。インストラクター達がゲームや企
画を色々と考えて下さったおかげだと思います。
　午後は聴覚障害者の福祉のサービスの説明を含めた講演を市にお願いしました。個人の趣味で
の手話通訳者派遣はまだまだ認められていませんが、市に県にどしどし要求、要望を自分から出
さないと福祉も進みません。皆様の力が必要です。　年齢が７０を超えた方が増加していますが、ま
だまだ元気で達者のようで安心しましたが、ろう高齢者を取り巻く環境も考える必要があります。
　皆さん、レクリエーションで楽しい１日を過ごして頂いたようで良かったです。11月にデイサービス
を企画していますので、是非参加してください。（福祉対策部）

　９月２８日（日）、清水マリンパークにて、「ふくしの
まつり２００８」が行われました。
　静岡ろう協からは女性部が参加し、バザーとスタ
ンプラリーを担当しました。
　他に、「ありんこの会」がバザー、手話サークル
「たつのこ会」、「火曜会」がバザーや手話教室など
を担当しました。

：

＜参加者の声＞
・子どもから大人が来てくれて楽しかった。
・雨が心配でしたが、大勢の人が来てくれた。
・スタンプラリーで身振りがほとんどの人に通じて良かっ
た。
・ろう者の参加が少なかったけど頑張った。
・静岡と清水が力を合わせて販売できて良かった。
・今年はバザーの品物がたくさん集まって良かった。

おつかれさまでした！！

◇実 施 日 ： 静岡市中央福祉センター

写真：レクリエーションの様子

写真：福祉のまつりの様子

平成20年9月15日(月・祝) ◇場      所 ：

ふくしのまつり２００８ふくしのまつり２００８ふくしのまつり２００８ふくしのまつり２００８

写真：敬老会の様子

◇実 施 日 ：

敬老会敬老会敬老会敬老会

平成20年9月28日(日)

清水マリンパーク（清水区）
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　9月7日　快晴！
　市ろう協女性部日帰りバス旅行で、飛騨高山へいってきました。4時間かけて着きました。
　着いてまず、昼食へ！有名な飛騨肉入りほう葉みそ定食を食べました。おいしかったです！
　その後高山祭屋台会館を見回り、そして外に出てみると何故か人がたくさん集まっていたので、女性部たちがザワザ
ワ！！
　「あれ～どっかに見たことがある！誰だろう？」私は最初この地元の有名な町内のおっさんかと思った。
　でも、違った！
　あの人は
　あの人は
　国民新党の「綿貫民輔」さんだった！！
　「えええええええ～っ！！」
　女性部たちが綿貫さんの周りに囲んで、いつの間にか記念写真！！　とんだサプライズがありましたね！
　古い町並みを歩いたり、地酒の試食で、酔った人もいたりしてまぁ色々ありましたが、楽しく交流できて良かったと思いま
した。（葵区　Ｋ・Ｓ）

平成20年9月7日(日)

　先日の「聴障しずおか」にも掲載されましたが、全日本ろうあ連盟創立６０周年記念映画として、
「ゆずり葉」の制作が発表されると共に、「ゆずり葉」の手話表現も決まりました。
　また、ろうの子供を持つ母親として話題になった、ダンスグループ「ＳＰＥＥＤ」の今井絵理子さん
の出演も決まり、世間にその話題が広まりつつあります。
　その映画の制作費４０００万円を映画製作会社に支払う事になり、制作基金支援のお願いがあり
ました。
　そこで、当ろう協も募金を出すことが決まりました。
　また、個人での寄付も受け付けていますので、詳細は「ゆずり葉ホームページ」等を参照してくだ
さい。

ゆずり葉ホームページ：http://www.jfd.or.jp/movie/

　9/7(日)女性部日帰りバス旅行で高山へ行ってまいりました。心配していたお天気は雨が降る予定だったけど、運が良く
お天気でほっとしました。高山へ行く(郡上八幡)の途中でバスの窓から秋らしくススキがあちこちにあって緑色の山々がと
ても素晴らしい景色でした。
まもなく高山に着いた後、昼食は高山の名物ほう葉みそと牛肉なので、みなでほう葉味噌定食を「おいしい、おいしい」と
食べながら言いました。
　そして行った事がない高山祭屋台会館と桜山八幡宮を見学しました。最後にさんまち(古い町並)へ着いたばかりなの
に、静岡へ帰る時間は4時発なので、あと10分しかなく、ギリギリまで買い物していました。古い町並みをゆっくり見ながら
行きたかったけど残念でした。
　でも皆はケガもなく無事に楽しめることが出来ました。お疲れ様！！（東部　鈴木　美知子）

写真：参加者の集合写真

映画「ゆずり葉」制作基金支援にご協力を！映画「ゆずり葉」制作基金支援にご協力を！映画「ゆずり葉」制作基金支援にご協力を！映画「ゆずり葉」制作基金支援にご協力を！

◇実 施 日 ：

女性部日帰り旅行女性部日帰り旅行女性部日帰り旅行女性部日帰り旅行

◇場      所 ： 岐阜県高山市

- 6 -



第004号 静岡市ろうあ協会報 2008年4月7日

日時：平成２０年１１月９日（日）
　　　　１３：００～１７：００（はーとぴあ清水　５階集会室）
内容：本部役員、会長選出、等

［はーとぴあ清水・アクセス方法］
・JR清水駅より徒歩約５分、清水税務署の斜め向かい側

・南部ブロック…１０月１８日（土）夜
・東部ブロック…１０月１８日（土）夜
・駿府ブロック…１０月１１日（土）昼

※北部、長田、清水は終了しました。

９月から１１月にかけて各部門の選挙が開催されます。
詳細は、案内ビラ等を参照してください。

定員は２００名です。観覧希望者はお早めに！
※手話通訳、託児所、駐車場はありません。

静聴協情報センター手話動画ブログでもおなじみの「月曜男」は当ろう協会員です。
ブログでの漫談を実際に見れる機会はなかなかないと思います。興味のある方は是非！！

◎専門部（女性部、老壮年部、青年部）選挙

◎本部役員選挙

日時：平成２０年１０月１９日（日）
　　　　１．女性部　　　 ９：００～１２：００（アイセル２１　３階３１会議室）
　　　　２．老壮年部　１３：００～１７：００（アイセル２１　３階３１会議室）
　　　　３．青年部　　 １３：００～１７：００（アイセル２１　４階研修室）

［アイセル２１・アクセス方法］
・JR静岡駅よりしずてつバス県立総合病院高松線で、「アイセル21」バス停下車
・駿府浪漫バス「（7）中央公民館前」バス停下車

◎ブロック（南部、北部、東部、長田、駿府、清水）

◇場　　所

大笑い手話漫談　～月曜男とその仲間たちがやって来た！！～大笑い手話漫談　～月曜男とその仲間たちがやって来た！！～大笑い手話漫談　～月曜男とその仲間たちがやって来た！！～大笑い手話漫談　～月曜男とその仲間たちがやって来た！！～

開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ

静岡県総合社会福祉会館（シズウエル）　７階

ありんこの里をつくる会応援チャリティライブありんこの里をつくる会応援チャリティライブありんこの里をつくる会応援チャリティライブありんこの里をつくる会応援チャリティライブ

：

選挙について選挙について選挙について選挙について

平成20年10月13日(月・祝)　午後２時～４時（午後１時受付開始）◇日　　時

◇チケット ： （前売り：大人）１０００円　（前売り：小中高校生）５００円

（当日券：大人）１２００円　（当日券：小中高校生）６００円

：
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場所場所場所場所

今後の行事予定　　　今後の行事予定　　　今後の行事予定　　　今後の行事予定　　　 ※詳細については各行事の案内ビラで確認してください。※詳細については各行事の案内ビラで確認してください。※詳細については各行事の案内ビラで確認してください。※詳細については各行事の案内ビラで確認してください。

日程日程日程日程

原稿募集

　団体の動き、話題、会員消息、問題提起な
ど、どんどん原稿を出して下さい。

☆締切日　12月7日
☆投稿先
　　　　　　　ＦＡＸ　　　０５４－３５４－０１８４
　　　　　　　Ｅメール　gdeh_tree3@yahoo.co.jp
　　　　　　　機関紙担当　森　匡之

※次回発行（7号）は、1月7日の予定

編集後書き

　今回は、行事参加者から感想を頂く機会が
多かったので、それをメインに載せてみまし
た。参加者の感想が直接伝わってくれれば、と
思っています。ただ、ページのスペースの都合
で文字を小さくした所があるので、ご年配の方
でも読めるかどうか、が気掛かりですが^^;
　また、原稿等もお待ちしています。(連絡先は
左枠参照。)

総務部員・機関紙担当　森　匡之

磐田市

2008/10/13(月・祝) 手話漫談 静岡県総合社会福祉会館

内容内容内容内容

全国各地

はーとぴあ清水

2008/10/24(金)～26(日) 全国ろうあ婦人集会 東京都

岐阜県2008/11/08(金)～09(日)

浜松市

東海将棋大会2008/12/14(日)

静岡県聴覚障害者情報センターブログ

社団法人静岡県聴覚障害者協会ホームページ http://www.e-swicth.jp/sz-deaf/

http://blog.goo.ne.jp/szdi-center

2008/11/30(日) 労働に関わる学習会

ホームページ・ブログの紹介ホームページ・ブログの紹介ホームページ・ブログの紹介ホームページ・ブログの紹介

全国ろう幹部研修交流会

2008/11/16(日) 県婦人の集い

2008/10/11(土)～12(日) 老人部の集い

2008/11/09(日) 役員改選

2008/10/18(土)、他 手話検定

静岡県聴覚障害者情報センター手話動画ブログ http://szdi-center.cocolog-nifty.com/blog/

2008/11/22(土)～24(月) 全青研 高知県

　聴覚障害者の情報獲得に大きく貢献しているインターネット。静岡県の聴覚障害者への情報発信
としてよく使われているホームページやブログを紹介します。静聴協の各種行事や書籍紹介など、
見ていて損はありません。また、情報センター手話動画ブログも、知る人ぞ知る「月曜男」が大活躍
です。ちなみに月曜男は当ろう協会員です。

静岡県聴覚障害者情報センターホームページ http://www.e-swicth.jp/szdi-center/

愛知県

浜松市
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