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要約筆記・手話通訳あり 

 

【開催期間】 

 ２０２２年１０月１５日(土)・１６日(日)・１７日(月) 

【会  場】 

 １５日(土) 記念式典・記念講演 

●J:COM ホルトホール大分 大ホール 

大分県大分市金池南一丁目５番１号 

TEL 090-576-7555 

 １５日(土) 懇親会 

●レンブラントホテル ２階 二豊の間 

大分県大分市田室町９-２０ 

TEL 097-545-1040 

 １６日(日) 分科会 

●J:COM ホルトホール大分 

大ホール、２０１・２０２・３０２ 

【観光ツアー】１７日（月） 

●湯布院散策コース 

第２６回 
全国中途失聴者・難聴者福祉大会 

in おんせん県 おおいた 
湯を沸かすほどの熱い絆  
新時代のきこえはここからまた始まる 
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ごあいさつ 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度、２０２２年１０月１５日（土）・１６日（日）・１７日（月）の３日間、 

大分県大分市におきまして「第２６回全国中途失聴者・難聴者福祉大会 in おんせ

ん県おおいた」が開催されますことを心よりお祝い申し上げます。 

ご参加されます皆様のご参加・ご宿泊等のお申込み受付を東武トップツアーズ 

大分支店がお取り扱いさせていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。 

大会期間中のご滞在が快適なものになりますよう、万全を期して皆様のお越しを

お待ち申し上げております。 

敬具 

 
 

ご 案 内 

時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。 

平素は聴覚障害者の福祉向上に関する活動を続けておられますことに敬意を申し

上げます。 

この度、２０２２年１０月１５日（土）・１６日（日）・１７日（月）の３日間、大

分県大分市におきまして、「第２６回全国中途失聴者・難聴者福祉大会 in おんせん

県おおいた」を開催できますことを誠に喜ばしく思っております。 

 コロナ禍下ではありますが、全国の皆様が安心してご参加いただけるよう入念な

感染防止対策を施し開催いたします。 

皆様方にとりまして、当大会が有意義なものとなりますよう、実行委員一同、お待

ちしております。 

第 26 回全国中途失聴者・難聴者福祉大会実行委員会 
実行委員⻑ 小倉鉄郎 
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大会スケジュール 
 
【大会期間】 ２０２２年１０月１５日(土)・１６日(日)・１７日(月) 
【開催場所】 Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分（JR 大分駅徒歩２分） 

<１日目> １０月１５日 (土) 
時 間 内 容 会 場 

12:00〜13:00 受 付 
１階 大ホール  
※ 13:00 〜 16:00 ま で

Youtube ライブ配信
あります 

13:00〜14:00 記念式典 
14:00〜14:30 休 憩 
14:30〜16:00 記念講演 

講師：深浦順一氏（⽇本⾔語聴覚⼠協会会⻑） 
「⾔語聴覚⼠から見た今の時代の難聴者像」 

18:00〜18:30 懇親会 受付 レンブラントホテル 
２階 二豊の間 18:30〜20:30 懇親会（変面＆マジックショー） 

<２日目> １０月１６日 (日) 

9:30〜10:00 受 付 各会場にて 
10:00〜12:30 第１分科会（大分県難聴者協会） 

「減災計画と災害体験から見えてくる聴覚
障害者の災害支援」 

第２分科会（補聴医療対策部・国際部） 
「ネパール支援で得た新知見から：きこえ
の健康支援における新時代の意思疎通支援
の在り方を考えよう」 

第３分科会（手話対策部） 
難聴者にとっての手話『手話を学んで自分
の可能性を広げよう』 

＜分科会会場＞ 
１階 大ホール 
２階 ２０１・２０２ 
３階 ３０２ 
 
（分科会資料は 
 各会場にて配布） 

12:30〜13:00 休 憩  
13:00〜13:15 閉会セレモニー １階 大ホール 

 
<３日目> １０月１７日 (月) 

9:30〜14:00 一⽇観光コース 
湯布院湯の坪街道、別府湾ＳＡ 貸し切りバス 
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１０月１５日（土） １３：００～１６：００ 

会場：Ｊ：ＣＯＭ ホルトホール大分（JR 大分駅 徒歩２分） 
 

１２：００～１３：００ 受 付 大ホール（ホワイエ） 

※ 大ホール正面のエントランスホールにて協賛企業出展などのブースあり 

１３：００～１４：００ 記念式典 

１４：３０～１６：００ 全体会（記念講演） 

⾔語聴覚⼠から見た難聴者への対策に関する課題と展望 
 講師：深浦順一氏（⽇本⾔語聴覚⼠協会 会⻑） 

近年、小児難聴においては新生児聴覚スクリーニング体制の充実が図ら
れてきました。しかし、その後の療育体制の充実が重要な課題となって
います。一方、成人の難聴者においては高齢社会を反映し、加齢性難聴
に対する対策が急務となっています。 
今回は、⾔語聴覚⼠からみた難聴児・者対策の課題と展望について議論
したいと思います。 

 

１８：３０～２０：３０ 

懇親会 

会場：レンブラントホテル大分（大分市田室町 9 番 20 号） 

当ホテルは、感染防止対策の整った宴会場であることを認証する大分県
の認定基準制度を満たしております。 
大分県の郷土料理を中心としたメニューを取り揃えておりますので、ご
飲食を楽しみながら、ゆっくりとご歓談ください。 

《アトラクション》 
ミスターシュガー氏による『変面＆マジックショー』 
中国の伝統雑技が大分に！皆様の目の前で繰り出される変面ショーと
マジックをお楽しみください。 

１ 日目 
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１０月１６日（日） １０：００～１２：３０ 

会場：Ｊ：ＣＯＭ ホルトホール大分（JR 大分駅 徒歩２分） 
 
第１分科会                  （大分県難聴者協会） 

減災計画と災害体験から見えてくる聴覚障害者の災害支援 

パネリスト  谷口 進（岡山県難聴者協会 事務局長）、原 寛一（広島市中途失聴・難

聴者協会 事務局長）、宮本 せつ子（熊本県難聴者中途失聴者協会 理事

長）、尾畠 春夫（スーパーボランティア） 

座   長  村野 淳子（別府市防災局 防災危機管理課） 

「障がい者の防災を考える」をテーマに啓発活動を行ってきた座長による「別府市障が

いがある人もない人も安心して安全に暮らせる条例」の施行委員としての取り組みを紹

介。また、被災地支援に関わってきた当事者の報告から聴覚障害者の支援の在り方を検

証する。 

別府市が本気で目指している「インクルーシブ防災」“誰ひとり取り残さない防災”とは

何か。「安心して安全に暮らし続けられる持続可能な地域づくりと人づくり」を一緒に考

えていけたら幸いです。 

 
第２分科会           （全難聴：補聴医療対策部・国際部） 

「ネパール支援で得た新知見から」 

きこえの健康支援における新時代の意思疎通支援の在り方を考えよう 

パネリスト  宮本 忠司、南 由美子、小谷野 依久、鈴木 雅弘（一部オンライン） 

座   長  瀬谷 和彦、宿谷 辰夫 

司   会  湯浅 良二 

JICA（国際協力機構）委託によるネパール難聴者支援事業「カトマンズの病院における

難聴患者の意思疎通支援パイロットプロジェクト」が今年から開始されております。5

月から 6 月にかけて日本の意思疎通支援サービスの先端技術をネパールの受講生に伝授

するため、遠隔講習を行いました。この際、難聴のある人々の特性に合わせた講習の形

を模索し、実現させることができました。 

新型コロナ禍の影響もあり、今後もオンラインミーティングの需要は続くと思われま

す。きこえの健康支援も例外ではありません。本分科会では、遠隔講習における意思疎

通支援のスタイルを動画や写真をご覧いただきながらご紹介します。その上で、相談者

への支援内容の確認や講義・講習会における難聴やその他の障害のある人々へのインク

ルーシブな意思疎通支援のスタイルなど、場面ごとに検討することで新時代の意思疎通

支援の在り方を話し合っていければと思います。ご来場を心よりお待ちしております。 

2 日目 
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第３分科会                  （全難聴手話対策部） 

難聴者にとっての手話『手話を学んで自分の可能性を広げよう』 

講   演  「私と手話」新谷友良（全難聴理事長） 

パネリスト  高井恵美（手話通訳士）、小川光彦（全難聴情報文化部長）、 

岩田知恵（大分県聴覚障害者センター職員）、庄司美絵（手話対策部員）

座   長  蔦尾法夫（和歌山県中途失聴・難聴者協会理事、手話対策部員） 

挨   拶  橋本英憲（手話対策部長） 

手話言語条例が全国で採択され、今やコミュニケーション手段としての手話が社会的に

認知されていることは、私たちにとってもよろこばしいことです。 

現在、広くある手話サークルや手話講座は健聴者を対象としたものであり、難聴者・中

途失聴者には参加しにくいものとなっています。 

中途失聴・難聴者が手話を学んで身につけることは、自己のコミュニケーション世界を

広げることであり、聞こえる人よりも切実に必要とされるにもかかわらず、これまで必

要な対策が国レベルで行われてきませんでした。 

また、難聴者・中途失聴者には、手話を学びやすくするために要約筆記等のサポートが

求められます。こうした難聴者・中失者向け手話講座が国の制度として実施されるよう

にするため、この分科会で一緒に考えましょう。 

 

１３：００～１３：１５ 

閉会セレモニー 

会場：Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分 大ホール 
 
 

 
§新型コロナウイルスの感染防止対策について皆様へお願い§ 
ご参加お申込みをいただける皆様は、日ごろから体調管理に十分ご注
意いただき、大会開催の１週間前から各自で検温をお願いします。 
また大会当日も各会場の入口で検温を実施しておりますので、ご協力
をお願いします。 
感染防止対策の一環で、実行委員会では「抗原検査キット」を準備し
ております。体調に少しでも不安のある方は大会スタッフにお申し出
いただくか、ご来場をご遠慮ください。 
大分大会が全国の皆様にとって良い想い出となりますよう、皆様のご
理解とご協力をお願い致します。 
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１０月１７日(月) 観光ツアー［湯布院散策］ 

 
行 程 

要町バス駐車場にて乗車 
各自自由散策        【食彩や五衛門】 

大分駅 ============ 湯布院湯の坪街道散策 ====== ご昼食 ==== 
        9:30 発             10:15 着           12:00 発     12:10 着  13:00 発 
 

別府湾を望む展望台 
======     別府湾 SA        ========= ①別府駅 

                13:25 着        14:00 発             14:25 着 
                                         ========= ②大分駅 
                                                      14:30 着 
※帰着地 大分駅 / 別府駅 それぞれの便がございますので、受付の際にお申出ください。 

  
■湯布院湯の坪街道 
由布岳のふもとにある湯の坪街道。 
通り沿いには、柚子ごしょうなど大分の特産品を販売している土産物店や、とり天な
どご当地グルメがいただける飲食店などが軒を連ね、多くの観光客でにぎわっていま
す。 
また、通りを 1 本外れた大分川沿いは、季節ごとの景色が楽しめるおすすめの散策ス
ポットで、のどかな田園風景など“由布院ならでは”の趣のある雰囲気に出会うことが
できます。 
■別府湾 SA 
由布院の宿「山荘無量塔」プロデュースの別府湾サービスエリアは、別府湾を一望で
きる九州でも有数の絶景空間です。 

 

３ 日目 
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この度、「第２６回全国中途失聴者・難聴者福祉大会 in おんせん県おおいた」が、開催の運びとなり
ましたことを心よりお祝い申し上げます。 

大会の参加に際し、皆様の参加登録・懇親会・宿泊・日帰り観光ツアーの受付を東武トップツアーズ
㈱大分支店にてお取り扱いさせていただくことになりました。 
つきましては下記の通りご案内申し上げます。 

１．お申込み方法・お支払方法 
 
 
 
 
１） インターネット WEB でのお申込みについて 

☆お申込方法： 全難聴ホームページに掲載される申込ＷＥＢサイトよりお申込みください。 
☆お支払方法： １．クレジット決済/クレジットカード情報を入力して頂きますと、お支払いが完了い

たします。 
２．銀行振込/お支払ページに表示されている請求額を指定口座へお振込み下さい。 

誠に勝手ながら振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。 
２） FAX でのお申込みについて 
☆お申込方法： 大会ホームページ内の参加申込画面より、申込用紙をダウンロードして頂くか、開催

要項最終ページの別紙申込用紙に必要事項を記入の上、FAX・郵送にてお申込み下さい。 
FAX：０９７−５３８−１４８７（東武トップツアーズ大分支店） 
住所：870-0034 大分県大分市都町 1-1-19 あいおいニッセイ同和損保大分ビル 2 階 

☆お支払方法： 申込み受付後、請求書を郵送いたします。期日までにお振込みをお願いいたします。 
 支払い期日：2022 年 9 月 30 日(金) 
☆領 収 書 : お振込み時の控えを持って当社の領収書に代えさせていただきます。 
３） 参加申込期間 

２０２２年８月１日（月）〜 ８月３１日（水） 
２．参加券等の送付 
「大会参加券」以下、「宿泊券」・「懇親会参加券」・「分科会券」につきましては、大会３日前頃まで
に、お申込者または申込代表者様宛に郵送させていただきます。 
３． 大会参加・懇親会のご案内（旅行契約に該当しません） 
１） 大会参加費  ☆ ４,５００円（お一人様） 
２） 懇親会    ☆ ８,０００円（お一人様） 
☆日程： ２０２２年１０月１５日（土） １８時３０分〜２０時３０分 
☆会場： レンブラントホテル 
※大会参加費・懇親会費用につきましては、入金後のご返金はいたしません。予めご了承ください。 

大会参加・懇親会・宿泊のご案内 

お申し込みは全難聴ホームページもしくは FAX・郵送でご予約ください 
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４．宿泊のご案内（東武トップツアーズ㈱の募集型企画旅行） 

宿泊設定日 ： ２０２２年１０月１4 日(金)・１０月１5 日(土)・１０月１6 日（日） 
旅行代金  ： お一人様あたり１泊朝食付・税込・サービス料込の料金です。 
最少催行人員： １名 
添乗員   ： 同行いたしません 
 
大会会場（ホルトホール大分）周辺の宿泊ホテルをご用意いたしました。 
ご希望の方は、申込書の宿泊欄に、申込記号をご記入下さい。 

申込 
記号 

ホテル名 部屋 
宿泊代金(税込) 
（お一人様） 

最寄駅〜ホテル 
ホテル〜会場までのアクセス 

Ａ 大分リーガルホテル シングル 8,500 円 
大分駅から徒歩３分 
ホテルから徒歩 15 分 

Ｂ グリーンリッチホテル大分駅前 シングル 8,500 円 
大分駅から徒歩 1 分 
ホテルから徒歩 13 分 

Ｃ-１ 大分センチュリーホテル シングル 
14 日・16 日 
9,500 円 

大分駅から徒歩 5 分 
ホテルから徒歩 17 分 

Ｃ-２ 大分センチュリーホテル シングル 
15 日 
11,000 円 

上記同 

Ｄ-１ ホテルルートイン大分(☆) シングル 
14 日 ・ 16 日
8,500 円 

大分駅から徒歩 3 分 
ホテルから徒歩 15 分 

Ｄ-２ ホテルルートイン大分(☆) シングル 15 日 9,500 円 上記同 

Ｄ-３ ホテルルートイン大分(☆) ツイン 
14 日・16 日 
8,400 円 

上記同 
※1 名利用の場合倍料金 

Ｄ-４ ホテルルートイン大分(☆) ツイン 
14 日・16 日 
16,800 円 

※シングルユースの場合 

Ｄ-５ ホテルルートイン大分(☆) ツイン 15 日 9,400 円 
大分駅から徒歩 3 分 
ホテルから徒歩 15 分 

Ｄ-６ ホテルルートイン大分(☆) ツイン 15 日 18,800 円 ※シングルユースの場合 
※お申込順でのご手配とさせて頂きますので、ご希望に添えない場合もございます。 
※（☆）マークのホテルの朝食は、ホテルによる無料提供の朝食です。 
※添乗員は同行いたしませんのでご自身で宿泊手続きをお願いします。 
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５．日帰り観光ツアーについて（東武トップツアーズ㈱の募集型企画旅行） 

３日目：１０月１７日(月) 日帰り観光ツアー［湯布院散策］ 
ご旅行代金 ：お一人様 10,000円 （税込） 
最少催行人員：20 名 添乗員同行いたします 
旅行代金に含まれるもの：行程に明示した貸切バス代・ 食事代・ 有料道路代・駐車場代・ 
添乗員費用・および諸経費） 
☆利用バス会社：大分交通または大分バス  

６．変更・取消について 

参加（参加者の変更を含む）・宿泊の変更および取消は、申込書またはそのコピーの備考欄にその旨をご記入のうえ、必
ず FAX（０９７−５３８―１４８７）または郵送による書面にてご連絡をお願いします。 
旅行契約成立後、お客様の都合による取消しの場合は、下記の取消料がかかりますので、予めご了承願います。 
 

≪宿泊の取消料について≫ 

 
取消日 

旅行開始日の前日から 
起算してさかのぼって 

旅行開始日
前日の解除 

旅行開始日当
日の解除 

旅行開始後の解除 
または無連絡不参加 

15 日前まで 14 日前から 
2 日前まで 

取消料 無料 旅行代金の 
20％ 

旅行代金
40％ 

旅行代金の
50％ 

旅行代金の 
100％ 

≪日帰り観光の取消料について≫ 

 
取消日 

旅行開始日の前日から 
起算してさかのぼって 

旅行開始日
前日の解除 

旅行開始日当
日の解除 

旅行開始後の解除 
または無連絡不参加 

11 日前まで 10 日前から 
2 日前まで 

取消料 無料 旅行代金の 
20％ 

旅行代金
40％ 

旅行代金の
50％ 

旅行代金の 
100％ 

※10 月 15 日（土）、16 日（日）は支店の休業日にあたるため、取消しについては宿泊施設にお申し出ください。 
※宿泊当日、14 時までに当支店または宿泊施設に取消しの連絡がない場合は、無連絡不参加として取扱い、100％の取
消料を申し受けます。 
※宿泊については申込泊数分が１つの募集型企画旅行となりますので、契約成立後に解除される場合は、合計宿泊代金に
対して上記の取消料を申し受けます。 
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■募集型企画旅行契約 
本大会の「宿泊」は、東武トップツアーズ㈱が旅行企画・実施するものであり、お申込みいただくお客様は、当社の募集
型企画旅行契約を締結することになります。詳しい旅行条件は別にお渡しするご旅行条件書をご確認ください。 
本大会にかかわる宿泊の旅行条件は、２０２２年 8 月 1 日を基準としています。 
FAX および郵便にてお申込みの場合は、当支店の営業時間内の受付となり、時間外については翌営業日の取扱いとなり
ます。また申込金または旅行代金を受領したときに、旅行契約は成立いたします。 
■個人情報の取扱いについて（重要） 
東武トップツアーズ㈱は、お申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や、旅行手配のために必 
要な範囲内での輸送・宿泊機関・保険会社等の提供するサービスの手配および受領のための手続きに利用させていただく 
他、必要な範囲内で当該機関、手配代行者および大会主催者に提供いたします。それ以外の目的では利用いたしません。 
※上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針につきましては、当社のホームページでご確認ください。 
当社ホームページ https://tobutoptours.jp/ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
  

お申込み問合せ先 
≪旅行企画・実施≫ 
観光庁⻑官登録旅行業第 38 号 JATA 会員 ボンド保証会員 
東武トップツアーズ㈱大分支店 
〒８７０―００３４  大分県大分市都町１丁目１番１９号 あいおいニッセイ同和損保大分ビル２階 
TEL ０９７−５３８-１０９１ FAX ０９７−５３８―１４８７ 
営業日・営業時間： 平日／９：３０〜１７：３０（土曜・日曜・祝日休業） （客国２２−３３３） 
担 当 者： 和田・近藤・吉廣 

総合旅行業務取扱管理者： 和田 知之                  

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明に 

ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。 
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会場までのアクセス 
 
 

【公共交通機関でお越しの場合】 
・航空機利用 大分空港より大分交通バス 大分行き 約６０分 
・ＪＲ利用  JR 博多駅から JR 大分駅 特急利用 約１４０分 
       JR 小倉駅から JR 大分駅 特急利用 約８０分 
 
 
 
 

大分空港から高速バスで 
お越しの方。 
ＪＲ大分駅前バス降車位置。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        【お車でお越しの場合】 
                          大分インターチェンジから 
                          ３ｋｍ 約１０分です。 
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Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分 記念式典・分科会 会場 
 
＜１階＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜２階＞                ＜３階＞ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


