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残暑お見舞い申しあげます 

ご挨拶 

副部長 藤岡央子 

残暑お見舞い申し上げます。あわせて西日本豪雨災害に遭われた被災地の皆様へお

見舞い申し上げます。 

このところ連日のように猛暑が続いていますが、全国の女性部員の皆様いかがお過

ごしでしょうか？40℃を超えた所もあるとニュースで知り、記録的な酷暑となってい

ます。熱中症にかかる人が急増していますので、くれぐれもお体ご自愛ください。 

今年度の役員会・県部長会議及び定期総会が、6 月 29 日～7 月 1 日に神戸市で開

催され、出席してきました。2 日間の会議は内容のあるものでした。さらに全国から

参加された県部長とも親睦を深められたと思います。最終日の観光では好天に恵まれ、

神戸港クルーズを楽しみました。 

毎年 1 度のこの会議に参加していつも思うのは、専門部といわれる女性部が継続し

て活動できる原動力についてです。以前のように各都道府県にあった女性部も、高齢

化による部員の減少の影響等で窓口扱いや休部に追い込まれています。現在女性部と

して実際に活動しているのは 18 団体で、窓口の 15 団体と併せても 33 団体です。減

少傾向にあるのは否めませんが、30 年度総会の資料では千葉県の窓口復活があって、

滋賀県の休部があり、今後も一進一退の状況が続くように思います。 

さて、女性部継続の原動力と言いましたが、何が私達女性部の活動を盛り上げてい

くのか？と考えた時、やはり交流によって深まる絆なのではないでしょうか。難聴女

性として共通の困難に面したとき、家庭での孤立、隣近所でのコミュニケーション不

足等々…あの人ならどうされているのかなと諸先輩方の顔を思い浮かべ、そしてメー

ルで助言を請うことが出来る。そんな身近な関係を築く事の大切さを、女性部の活動

で学んでいって欲しいと思います。 

ぜひ来年度の総会には県部長のみでなく、一般会員の皆さんも参加してください。 

今後とも女性部の活動にご支援をよろしくお願い致します。 



2 

 

 
平成 30年度、第 29回役員会・県部長会・総会は神戸市で開催しました。 

 

開催日時： 平成 30年 6月 29日（金）30日（土） 

役 員 会： １日（金）１４：３０～１７：００ 

      ２日（土）１０：００～１２：００ 

部 長 会： ２日（土）１３：３０～１５：００ 

総  会： ２日（土）１５：１５～１６：３０ 

会  場： 兵庫県立聴覚障害者情報センター 灘区民ホール２階 

      

情報保障： パソコン要約筆記 

 

 

 

議題１）平成 30年度 第 24回全国福祉大会 iｎやまぐち 第 1分科会担当 

テーマ「最後まで自分らしい人生を送るための終活」 

～誰もが避けて通れない人生の終わりに向けて、どんなことをすれば良いか？老いも

若きもみんなで一緒に具体的に話し合う～ 

１部：波多江伸子先生の講演 プロフィール 作家、大学講師等 

２部：波多江先生、２名のパネラーと共にフリートーク、パネルディスカッション。 

 

議題２）福祉大会バザー販売 

会場の都合で 1 日のみ販売 「だより」8 月号でバザー品の提供を呼びかけ、チラシ

を同封する。 

 

平成 30 年度 第１回役員会・県部長会・総会 in 兵庫 報告 
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議題３）聞こえのフェスタでのバザー販売 

平成 30年 9 月 8・9（土・日）京都市で開催される聞こえのフェスタでバザー販売を

実施する。 

2 日間販売が可能なので、全国の加盟団体に協力をお願いする。お願い文を事務局が

作成し郵送する。                               

 

議題４）次期会期と開催地 

日時：平成 31年６月 28日・30日（金・土・日）予定 

場所：横浜市障害者研修保養センター「あゆみ荘」予定 

担当：川崎市 伊藤雅子部長 

 

議題５）次年度の役員改選について 

関東ブロックから 2名の推薦があった。 

                               

議題６）その他 

・32年度の役員会・県部長会・総会の開催地を早め決めたい。 

京都市は窓口だが、無料の会場がある、会場と情報保障を確保していただければ、他

は役員で準備できる。 

京都市の橋本会長に打診お願いする。 

・「だより」8月号の原稿依頼、兵庫会議の感想を庄司さんと兵庫の会員 1名にお願い

する。 

・総会で会計監査ではなく監事の誤りではと指摘があった。今後、規約の見直しを 

検討する。 
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総会＆懇親会に参加して 

兵庫県難聴者福祉協会 中島 裕美 

6月 30日の総会にて、議長を務めさせて頂きました中島です。 

当時、緊張のあまり、挨拶がまともに出来なかったことが心残りです。 

でも皆さんのおかげで、無事進行出来ました。 

部長会議を２日間、後ろで見ていましたが、皆さん、 

聴力が軽いのか、慣れているのか、声とスクリーンだけ 

でどんどん進行していたのにはびっくりしました。 

早いし、とてもついていけない・・・ 

懇親会では、各方面の活動や生い立ちなどでおおいに 

盛り上がりました。 

親ほどの年齢層のパワフルには、圧倒されまくり・・・ 

皆さん、とても元気・元気・・・ 

ともあれ、遠い中、3日間、お疲れ様でした。 

 

女性部役員会議から観光まで、世話役を引き受けて 

兵庫県難聴者福祉協会 庄司 美絵 

 平成 30年 6月 29日（金）から 7月 1日（日）まで 3日間、女性部役員会議・県部

長会議・総会・懇親会・観光が無事に終わって肩の荷がおりました。 

県難聴女性部部員は 10 数人位。仕事や家事の都合で動けない人がほとんどです。

蔦尾さんや若い 2人と神戸市の竹内さんにも協力してもらいました。 

夏休み前なので、ホテルの部屋は空いているのだろうと思ったのですが、会議・学

会シーズンと重なり、三宮駅前周辺ではどこも満室でした。旅行会社が一生懸命探し

てくれて、新神戸の近くのホテルを何とか確保することが出来ました。考え方が甘か

ったようで、大いに反省しております。 

夕食や懇親会や観光コースは、ネットで調べたり

旅行会社へ何度も足を運んで相談しました。夕食と

懇親会は、ＪＡ神戸から取り寄せた野菜など身体に

よさそうなお店にしました。懇親会は、県内から 2

人の男性も交えて交流、役員の皆さまにも喜んで頂

けました。パチパチ…。 

クルーズ観光は、県要連のボランティアと下見に

行き、船内アナウンスの情報保障をどのようにするか？話し合いました。天候によっ

て波が荒れたりコース変更があるため当日の情報保障が難しいだろうとのことで、ク

写真 

全難聴女性部 兵庫会議・観光の感想 
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地域の活動より 

ルーズ会社に事情説明、内諾をもらいました。本番（当日）は事前プリントを皆さん

に配布し、要約筆記者 2人が船内アナウンスを聴きながら、大きなホワイトボードに

ポイントを書いてもらい、参加者はプリントの内容を読みながら風景を楽しめたそう

で何よりでした。有名な櫻正宗のダイニング「桜宴」で昼食、お土産に日本酒を買わ

れました。 

遠い所から参加頂いた役員の皆さま、本当にお疲れ様でした。そして、どうもあり

がとうございました。若い 2 人にも色々と経験をさせてあげて良かったと思います。

また各地域協会も若い人に引き継ぎが出来るようになれば、と願っております。 

 

 

 

 

NPO 法人 大阪市難聴者・中途失聴者協会女性部     高田郁代 

大阪市難協は平成元年に設立され、平成 18 年 3 月に NPO 法人の認証を受けまし

た。現在の協会会員数は約 70 名、平均年齢は 70 を越えます。私が入会したのは平成

19 年 4 月。 女性部の部長になったのは入会して 4 年目、まだ女性部の活動もよく

理解できてないし、アイデアマンではないので何をどうしていいものやら途方にくれ

ました。そんな時理事長であった宇田さんが「高田さん、今までのままでいいよ！」

と言ってくださり、肩の力が抜けました。以前の活動を基本としながら、会員の協力

で少しずつ新しいことを加えてきました。昨年度の月例会をご紹介します。 

 

 

  

 

 

4 月は例年お花見でしたが、温暖化のせいで毎年ご招待をいただく造幣局の通り抜

け（八重桜）とソメイヨシノの花期が近くなり、断念。京都文化博物館での戦国時代

展鑑賞となりました。 

 5 月…手話コーラス講習会。曲は「涙そうそう」「四季の歌」「犬のお巡りさん」 

の 3 曲。チャーミングな講師にめぐまれてこの講習会は 6 回目になりました。 

 6 月…第 9 回全難聴女性部近畿ブロック「女性の集い」を大阪府中途失聴・難聴者

協会女性部と合同で開催 

 7 月…要約筆記者・府と市の女性部との合同交流会（新年会と共に長年この交流は

継続しています） 

 9 月…本部主催、女性部主管で毎年テーマを変

えて開催。「折り紙で脳力 UP」をテーマに講師

をお呼びして豪華な紅白の祝い鶴を折りました。 

 10 月…ランチ会。年齢を考慮してずっと和食

でしたが、冒険をしてイタリアンにしました。参加はいつもと変わらずホッとしまし
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た。 

 11 月は北斎展鑑賞、12 月は本部のクリスマス例会に合流のはずが府難協の呼びか

けで府・市・堺市の合同クリスマス会となり、今年も継続しそうです。 

1 月新年会は 7 月と同じ 3 者合同新年会。要約筆記者は自腹で参加し善意で書いて

もらっています。要約筆記の有り難さをしみじみと感じる楽しい会です。 

2 月は日帰り温泉。3 月は次年度の行事計画と茶話会です。 

 以上のような感じで一年が回っていきます。 

高齢化のため女性部の活動に参加が難しくなる会員も出てきました。例会での告知

やちらしの配布だけでなく FAX やメールでの勧誘も実施し、女性部一同力を合わせ

て新しい会員を増やす努力をしています。 

 

 

 

 

✤関東ブロック 

・日時：平成 30年 10月 7日（日）12：00～（受付 11：00～） 

・会場：横浜市健康福祉総合センター 8A・8B 

   〒231-8482 横浜市中区桜木町 1-1 

   FAX：045-201-6116  TEL：045-201-2060 

・内容：講演会 定員 70名（参加費 1000円） 

   講師 川井 怜子氏  「難聴の家族と私そして短歌の話など」 

   講師 川井 節夫氏  「難聴と共に 25年」 

・ミニ散策 定員 40名（別途 300円） 

浜っこガイドによる港町横浜の歴史ロマンに巡り会う旅 

・情報保障：手話通訳、要約筆記、ヒアリングループ 

・主管：横浜市中途失聴・難聴者協会 女性部 

・実行委員長：主藤 京子 

・申込締切：平成 30年 9月 10日 

・申込先：飯島サダ 〒246-0038横浜市瀬谷区宮沢 1-27-6            

FAX 045-302-8511 

 

✤東海ブロック 

・日時：平成 30年 10月 21日（日）11：00～（受付 10：30） 

・会場：岐阜市民福祉活動センター 2階 大会議室 

   〒500-8309 岐阜市都通 2-2  TEL：058-266-6690 

・参加費：1500円（弁当・お茶込） 

・テーマ：「～防災を学ぶ～まさかのときに備えよう」 

午後からの講演、体験は要約筆記者団体（特非）ぎふ要約筆記かがり火と共催でおこ

ブロック「集い」開催ご案内 
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ないます。 

情報を提供する要約筆記者と受ける難聴者が共に学ぶことで、よりよい支援を提供、

受けることができます。 

 1部 講演  講師 高橋 幸雄氏 （特非）日本防災士機構防災士 

2部 ブース体験（グループに分かれ各 20分） 

① 簡易トイレ作り 

② 非常食 

③ 文字ガイダンス付 AED体験 

・情報保障：要約筆記、ヒアリングループ 

・主管：（特非）ぎふ難聴者協会 女性部 

・実行員長：加藤千津子 

・申込締切：平成 30年 9月 15日 

・申込先：加藤千津子 〒501-3152岐阜市岩滝西 3-305            

FAX 058-242-2829 

 

皆様、たまには他ブロックの「集い」に参加してみませんか？ 

皆様のご参加お待ちしています。♪ 

 

事務局だより 

◆京都市「聞こえのフェスタ」バザー提供品のお願い。 

今年度は、京都市で開催されます「聞こえのフェスタ」でもバザー販売を実施します。

皆様には、先日バザー品のお願いを送付しました。手作り品でなくてもかまいません。

家庭に眠っている不用品（新品）を送っていただければ助かります。皆さまのご協力

をよろしくお願いします。提供いただける団体、個人様は事前に事務局までお知らせ

ください。 
・バザー品到着日時：平成 30 年９月７日（金）午前中必着 

・バザー品の送り先：〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町 70        

TEL：075-692-3400 

京都テルサ宛 女性部バザー品 

 

※送り状の備考欄に「９月８日９日シンポジュウム（中会議室）」と必ず明記してく

ださい。 

 

◆第 24回「全国中途失聴者・難聴者福祉大会 inやまぐち」 

第 1分科会を担当 

・テーマ：最後まで自分らしい人生を送るための終活とは？ 

講師：波多江 伸子先生 作家、大学講師、がん患者団体代表、日本医学ジャーナリ

TEL:075-692-3400バザー品到着日時：平成30
TEL:075-692-3400バザー品到着日時：平成30
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スト協会西日本支部副事部長 

１部 講師による講演 

２部 講師と２名のパネリストを交えて参加者とパネルディスカッション 

パネリスト：片岡知子氏（神戸市難聴協会 会長） 

      江口久仁子氏（福岡市難聴協会） 

座長：新谷友良氏（全難聴 理事長） 

自分らしい終活のヒントになれば幸いです。 

多数のご参加よろしくお願いします。 

 

バザーも販売します（チラシ参照してください） 

・バザー販売：25日のみ販売します。（会場の都合） 

販売時間も限られています。多くの収益を見込めないので

はと危惧しています。皆さんに覗いてくださることが収益

に繋がります。ご来店お待ちしています。 

・バザー品到着日時：平成 30 年 11 月 23 日（金）

午前中必着 

・バザー品の送り先：〒750-0016 山口県下関市細

江町 3 丁目 1-1 

下関市生涯プラザ 2 階 学習室 5 番 宛 

 

※送り状の備考欄に「女性部バザー品」と必ず明記してください。 

 

◆平成 31 年度役員会・県部長会・総会の日程 

日時：平成 31年６月 28日・30日（金・土・日）予定 

場所：横浜市障害者研修保養センター「あゆみ荘」予定 

担当：川崎市 伊藤雅子女性部 部長 

 

◆平成 31 年度は役員改選です。役員になってみませんか？立候補される
方は事務局まで、お知らせください。 

～問い合わせ先～ 

皆様の情報、投稿をお寄せください。 

ご意見、ご要望などありましたら事務局までお知らせください。 

事務局：加藤 千津子（岐阜県） 

FAX：058‐242‐2829 

Ｅメール：chizuko@pcdocwin.jp 

 

いらっしゃい！

いらっしゃい！ 

安いよ！ 


