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平 成 28 年 1 月 15 日発行

なお知らせ！

佐賀県聴覚障害者
サポートセンターだより

みみの記念日
３月３日耳の日

６月６日補聴器の日

９月９日人工内耳の日

平成 28 年は『申』年です。猿も木から落ちると申しますが、失敗を恐れず何事にも果敢に挑戦する
一年にしたいと思います。今年も「みみよりなお知らせ！」をどうぞよろしくお願い申し上げます。

今年の抱負
小林安行さん
「猿のように生きていく
よう頑張りたい」
（佐賀市 71 歳）

センターを利用されている「申」年生まれの皆さんの今年の抱負です。
吉田康子さん
「申の年でも、良き健康で居ら
れるように、また良い年であっ
たらいいなと思っています。」
（唐津市 59 歳）

福田昭一郎さん
「一般会員と役員も一緒に
活動するよう頑張ろう！」
（武雄市 47 歳）

3 名の方が応募し入賞されました。1 月 17 日まで県立博物館に展示中。

写真の部
銀賞 中島和次さん（佐賀市）
作品名「弥生を奏でる」
光と影の捉え方がおもしろい

写真の部
佳作 平方由佳里さん（武雄市）
作品名「海辺の女子旅」
何気ないスナップ

工芸の部
佳作 平原圭介さん（武雄市）
作品名
「武雄楼門・100 年の時を経て」

聴覚障害者に対する情報保障の改善事項検討結果状況
昨年夏場に現地実態調査を行い、改善要望を各施設に提出しました。各施設の 12 月末現在の検討状況です。
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施設名
吉野ヶ里歴史公園
佐賀大学美術館
県立博物館・美術館
県立九州陶磁文化館
県立名護屋城博物館
県立佐賀城本丸歴史館
県立宇宙科学館
大隈記念館
佐野常民記念館
佐賀市浮立の里展示館
佐賀市徐福長寿館
東名縄文館
肥前国庁跡資料館
さが水ものがたり
唐津城
曳山展示場
唐津市鯨組主中尾家屋敷
中富記念くすり博物館
多久市郷土資料館
水車の里遊学館
桜城館

検
討
結
果
・点検業務等で順次、設置する方向で検討。
・電光掲示板等の設置について検討、字幕説明は可能な範囲で対応。
・耐震化対応を含め、その検討結果を待って、機器の設置、改修を計画する。
・タブレットを使ったガイダンスシステムを導入する。
・電光掲示板等の設置を検討動画の字幕説明は、可能な範囲で対応する。
・トイレに「電光掲示板」を設置検討。動画の字幕説明に可能な範囲で対応する。
・電光掲示板等の設置は検討。展示資料データの提供方法は検討中です。
・聴覚に限らず、他の障がい特性にも配慮した対応を検討。
・検討中。
・聴覚に限らず、他の障がい特性にも配慮した対応を検討。
・２６分のＤＶＤ「徐福の夢の旅」が完成、字幕説明が可能となった。
・国土交通省筑後川河川事務所で検討。
・パンフレット等のルビ付けは、増刷時に検討。
・職員による誘導と職員による筆談対応を行なう。
・電光掲示板は城内の景観に合致するものを検討、ＥＶは天守閣展示改修事業で対応。
・従事職員による避難誘導体制をより強化する。
・避難誘導灯や電光掲示板の設置は、設置する方向で唐津市と協議。
・当面職員による誘導などで対応、財源確保に努力する。
・予算要求し、設置に努める。
・電光掲示板等の設置について検討、動画の字幕説明は、可能な範囲で対応する。
・設置に向けて検討する。

みみサポーター養成講座
『みみサポーター養成講座』全 4 回が修了しました。3 回目と 4 回目の内容は下記の通りです。
講座内容
3 回目のテーマは障害者支援のあり方②集団編です。聴覚障害者の団体や大人数の中にいる聴覚障害者に
対する支援の方法を考えました。また、活用できる支援機器の紹介、事例検討を行い最後に補聴援助機器の
体験をしました。（12 月 5 日）
4 回目は補聴器３社４機種の比較試聴、測定体験を行いました。
（12 月 19 日）7 名に修了証書を授与しました。
今年から聴こえのシリーズは言語聴覚士 2 人で作成します。
2016 年も『耳』に関連することをお伝えします。

のぞいてみよう！センターの取り組み part2

1 月 16 日（土）10 時～ 松本清張作品「顔」
1 月 23 日（土）10 時～ 松本清張作品「火と汐」
会場：当センター内会議室 ※予約制 定員 10 名

全講演開始時間：10 時～12 時
①1 月 24 日（日）テーマ『防犯対策』
会場：当センター内会議室
②2 月 11 日（木）テーマ：
『三重津海軍所跡』
会場：県総合福祉センター
③3 月 20 日（日）
テーマ：『聴覚障害者も気軽にできるスポーツ』
会場：県総合福祉センター

今年最後の学習会の様子です。
学習中のメンバーが「全国手話検定試験」
4 級に 2 名、5 級に 1 名合格されました。
会場は全て当センター内会議室
①1 月 31 日（日）時間：10 時半～11 時半
テーマ：『個人情報保護制度』
②2 月 27 日（土）時間：10 時～12 時
テーマ『みんなの交通安全教室』
③3 月 9 日（水）時間：13 時半～15 時半
テーマ『聴こえのセミナー』
④3 月 13 日（日）時間：13 時～15 時
テーマ『地域でできる防災』

緊急時の対応 エレベーター編
当センターが在る佐賀商工ビル内のエレベーターに

◆ろう者巡回相談
は緊急時の対応として管理事務所からの問いかけに応
1/12（火）唐津市障がい者支援センターりんく 15 時～20 時
答が無い場合は当センターに連絡が入り、エレベータ
1/21（木）大町町公民館 15 時～20 時
ー内に設置している画面（写真 1）を通しセンターに
1/29（金）江北町公民館 15 時～20 時
ある専用の画面で手話や文字でのやり取り（写真 2）
◆第 3 水曜日巡回聴こえの相談・ピアカウンセリング
が可能です。また、画面下にはセンターのメールアド
1/20（水）白石町役場 10 時～15 時 ※予約制
レスを記載し緊急時ご自身の携帯電話からも連絡がで
◆第 4 金曜日おしゃべり広場（難聴者）
きるようにしています。
1/22（金）13 時半～15 時半
◆第 4 土曜日医師相談
（写真 2）
（写真 1）
1/23（土）13 時～15 時 ※予約制
編集後記：申年らしく活発なセンターの取り組みを
お知らせしていきます。

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）
ＴＥＬ：０９５２－４０－７７００
ＦＡＸ：０９５２－４０－７７０５
メールアドレス：ｉｎｆｏ＠ｓａｇａ－ｍｉｍｉｓａｐｏ.ｊｐ
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、

