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平成 27 年 11 月 15 日発行

なお知らせ！
みみの記念日 ３月３日耳の日 ６月６日補聴器の日

佐賀県聴覚障害者
サポートセンターだより

９月９日人工内耳の日

嬉野温泉女将の会 手話講座修了
嬉野温泉女将の会の手話講座修了式が、旅館 大
村屋で行われた。5 月から全 9 回の講座を修了
された女将さん達には、主催者である佐賀県立
産業技術学院の織田学院長より修了証書が手渡
された。
女将の会代表の北川さんは「講
座では集中して自分を磨くこと
ができた。これっきりで終わら
ないようにまたご指導いただき
たい」と挨拶された。10 月 15 日
＜講座を修了した旅館・温泉＞

旅館 大村屋
茶心の宿 和楽園 当センターからは、
お宿 紅舎官
鯉登苑
「手話勉強中」の認定
松園 山木屋 御宿 高砂
証を授与しています。
旅館 初音荘
シーボルトの湯

“この写真に注目(AR 拡張現実)”
ＡＲ

西九州大学佐賀キャンパス学園祭

あすなろ祭で手話歌♪発表
2015.10.24

近藤 幸一 氏 指導者対象に講義

10.17

手話通訳の基本姿勢～どんな手話通訳者を育てるか～
手話奉仕員・通訳者養成を担当する講師 13 名(ろう
5 名、聴 8 名)が、京都聴覚言語障害者福祉協会統括
センター所長 近藤氏より講義を受けた。

嬉野高校ＪＲＣ部（2 年生）
～舞台発表に向けて練習再開～
第２回全国高校生
手話パフォーマン
ス甲子園にチャレ
ンジした嬉野高校
生。その練習の成
果を「バリアフリ
ーさが映画祭 2015」で発表します。11 月 21
日(土)15 時 30 分頃「くちびるに歌を」が上映さ
れる前に登場予定。今年の映画祭は、公開が比較
的新しい作品ばかりが上映されます。鑑賞に必要
な上映協力券は、前売りで 1 作品 500 円(障害者
および介助者)、一般は 1 作品 1000 円。会場
は佐賀市アバンセのホール。

佐賀新聞の１面 TOP にも掲載(11/7)

ＡＲ

当センターの学生向け講座を受講した生徒たちが、
サークル活動の成果発表として学園祭で手話歌「涙
そうそう」を披露した。学生たちは講座修了後も手話
の勉強を続けたいとサークルを立ち上げた。手話歌
を学ぶため、ひと月に１回程度サポートセンターへ
来館。学校では覚えた手話を繰り返し練習して本番
に臨み、盛んな拍手を得ていた。

公立文化施設の実態調査
～その後のうごき～
前号でお知らせした「公立文化施設の聴覚障害者向け情
報保障の実態調査」
、平成 27 年 10 月 2 日付で全 21 施設
へ改善事項について文書等でお願いした。11 月 10 日現在
で 15 施設より改善方策について回答があり、中にはセン
ターを視察に来られた施設もあった。聴覚障害者に対す
る情報保障が積極的に広がることを切に要望します。

聴こえの仕組みシリーズ 15
今月は「耳垢の役割」についてです。
「聴こえが悪い」と訴える相談者の中に耳掃除を一度もしたことがないと話される方が時々おられます。耳垢
が外耳道にびっしりと詰り、閉塞した状態を耳垢栓塞（じこうせんそく）と呼びます。耳垢栓塞では約 30～40 ㏈
の伝音性難聴になることがあります。これは小声や内緒話が聞き取りにくい状態です。耳垢が溜まると痒みや閉
塞感など不快に感じることが多くマイナス面が多いようですが、実はとても重要な役割をしています。
1 つ目は、自浄作用です。耳垢は老化した皮膚や空気中のチリやホコリが外耳道へ侵入した際に皮脂腺・耳垢
線（外耳道にある腺）から分泌される液がチリやホコリをからめとり塊を作ります。この塊が耳垢です。耳垢は
外耳道にある繊毛の働きにより外側へと排出させます。
2 つ目は、潤滑作用です。耳垢線から分泌される濃度の高い分泌液により外耳道皮膚の湿潤を保ち乾燥を防ぐ
役割をしています。
3 つ目が、抗菌作用です。耳垢はリゾチームと呼ばれるたんぱく質分解酵素と免疫抗体の IgA を含んでおり細
菌の繁殖を抑える作用があります。耳垢除去の頻度と適切な方法を心がけましょう。
参考・引用 HP
http://www.3330.jp/cerumen4.htm
http://www.midorikuishikai.com/drs_relay/columns/relay130.html

要約筆記者養成講座

修了式

11 月 4 日、10 名が全
21 回の講座を終え修了
証書を手にしました。その
うち 6 名は皆勤賞でした。要約筆記に
ついて知識がなかった方が多く、様々
な動機で始められたようですが、多く
の仲間とともに講座を修了し、今後の
活動へ向けてスタートを切りました。

月
第 8 回全難聴九州ブロック難聴者福祉大会10
24～25 日
佐賀県難聴者・中途失聴者協会主管で

「聞こえなくても 書いてもらえる幸せ
仲間がいる幸せ」をテーマに九州ブロ
ック大会を開催。両日とも 100 名を超
える参加があり盛況。初日は各県協会
の課題と意見交換会・交流会。2 日目は
琵琶湖病院精神科医師で難聴の藤田保
先生の記念講演等が行われた。

感想≫磁気ループ
や要約筆記による
保障で講演がよく
『加齢性難聴と話し方・伝え方のポイント』
参加型の講話で身近な難聴 分かり、これから
についても学び、生徒から の生活に活かして
は「今日から耳を労います」 いきたい。

課外授業 in 佐賀清和高校

センターで字幕をつけた
佐賀市を紹介した番組を上映中

という声が多くあった。
～お知らせ information～
＠第３土曜上映会 ver.13 12 月 19 日(土)10 時～
※11 月の上映会はバリアフリー映画祭開催のためありません。

＠難聴者おしゃべり広場 11 月 27 日(金)13 時 30 分～
＠ろうあ者巡回相談
・11 月 26 日(木)鳥栖市社会福祉協議会 2F15 時～20 時
・12 月 2 日(水)武雄市文化会館 15 時～20 時
・12 月 17 日(木)有田町西公民館 15 時～20 時
・ 1 月 20 日(水)大町町公民館 15 時～20 時
＠巡回聴こえの相談（難聴者ピアカウンセリング）
・11 月 18 日(水)鳥栖市役所 10 時～15 時
・12 月 16 日(水)鳥栖市役所 10 時～15 時
・ 1 月 20 日(水)白石町庁舎 10 時～15 時

佐賀インターナショナル
バルーンフェスタで情報保障
案内にはろう者と手話が
できる聴者が待機、競技内
容を手話通訳、競技の有無
を文字で大型ビジョンに
表示。情報保障をバルーン
大会でしているのは全国
（世界中）でも佐賀だけ⁉

手話通訳は手話の会連絡協議会と手話通訳問題研究会で↑

編集後記：読書の秋、食欲の秋、学びの秋、人が集まるところに笑顔あり。11/11.Kiyo

佐賀県聴覚障害者サポートセンター
〒840-0826 佐賀市白山二丁目 1-12（佐賀商工ビル４階）
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ホームページアドレス：ｈｔｔｐ：//ｓａｇａ－ｍｉｍｉｓａｐｏ.ｊｐ/

＜開館時間＞
9：30 ～ 18：00
9：30 ～ 20：00(水曜)
＜閉館日＞
毎週月曜日、祝日

