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新年あけましておめでとうございます。 

昨年から新型コロナウイルスの感染状況を注視しながら新しい年

を迎えることになりました。みんなが終息を願っていたにも関わら

ずコロナの勢いは止まらず感染が広がっている状況です。そのよう

な状況が続きセンターとしてもほとんどの行事を中止せざるを得な

くなりました。皆様の交流の場となっていました「手話フェスティ

バル」も中止となり、人と会う機会がなくなり自宅に引きこもりになるのではと別の意味

で心配をしているところです。 

また、昨年は新型コロナウイルスがきっかけとなり、初めて県知

事の会見に手話通訳が導入されました。今年に入ってからは遠隔手

話通訳も導入されました。聴覚障がい者の皆様が新型コロナウイル

ス感染について不安とならないよう、遠隔にて相談や医療現場で対

応ができるように進めているところです。 

 ただ、暗い話ばかりで１年を終わりたくはないですね。「新しい生活様式」に慣れなが

ら楽しめる企画を考えていきたいと思います。大切なことは心身ともに健康でいることで

す。皆様にとって素晴らしい年となりまるように願っています。 

                宮崎県立聴覚障害者センター 所長 田中順子 

 

        遠隔手話サービスの実施 

 県内にお住まいの聴覚障がいのある方で、

新型コロナウイルスの感染が疑われ、「新

型コロナ外来（帰国者・接触者外来）」の

受診等が必要な方を対象に実施されます。

必要な方は、県立聴覚障害者センターまで

申し込みください。 

なお、個人情報は厳重に守られます。 
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      県協会が県立聴覚障害者センターの第 6 期目の指定管理者に指定される 

指定管理者制度は平成１８年から始まり、現在第５期

目に入っています。今年度で指定管理者の指定期間が終

了となるため、県協会は第６期目の指定を受けるために

県に申請をしました。結果、令和２年１2 月２１日付の

文書で指定の通知が届きました。 

県立聴覚障害者センターは、聴覚に障がいのある方々

の支援を行うところであり、県協会のほかに申請する団

体はありませんでした。ただ、指定管理については、中

央では競争もあり、その業務の内容が評価される状況にあります。宮崎の場合、競争相手

は今のところありませんが、情報提供施設のあり方を常に考えながら運営をしていくこと

が大切です。指定期間は、令和 3 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日となっています。 

♡手話通訳者・要約筆記者の特殊検診を実施 

県の委託事業「手話通訳者等健康相談事業」により１１月２２日（日）、１２月１３日（日）

に県立聴覚障害者センターにおいて手話通訳者及び要約

筆記者の特殊検診を獅子目整形外科の獅子目亨医師のご

協力により 15 名が受診しました。 

手話通訳、要約筆記は日常生活にはない相当な心身に

負荷がかかります。蓄積すれば当然健康障害につながっ

てしまいます。その防止のために今回の特殊検診は大切

であり、今後も継続させる必要があります。新型コロナ

ウイルス感染拡大防止対策が続く今改めて健康について

考えていきましょう。 

 

各種試験のお知らせ 

     インターネットによる全国手話検定試験受験受付中！ 

新型コロナウイルス感染拡大により試験が中止となった地域

にお住いの方や、在宅での受験を希望される方などの受験機会

確保のために「インターネットで受験する第 15 回全国手話検

定試験」が今年度から実施されます。 

この試験は、手話を学習されている方ならどなたでもお申し込

みできますので、試験を希望される方々は各自全国手話検定試

験ＨＰ上でご確認ください。 

①申込期間 令和２年１２月１０日（木）～令和３年１月２９日（金） 

②申込先  「インターネット受験 全国手話検定試験」で検索 

https://www.enkakukenshu-sagano.com/net-zenkokusyuwakentei 

https://www.enkakukenshu-sagano.com/net-zenkokusyuwakentei
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各種研修会のお知らせ 

（新型コロナウイルスの感染拡大防止のために変更する場合があります。） 

📒２０２０年度全国統一要約筆記者認定試験・対策学習会 

2 月 21 日（日）に全国統一要約筆記者認定試験が実施されますが、試験対策として学習会も予

定しています。 

【全国統一要約筆記者認定試験】 

 （１）日程：２月２１日（日）１３：００～１５：３０ 

 （２）会場：県立聴覚障害者センター交流ホール 

 （３）内容：筆記試験、実技試験 

【全国統一要約筆記者認定試験対策学習会】 

 （１）日程：1 月 17 日、１月２４日、２月１３日、２月 14 日 

 （２）会場：宮崎会場、日向会場 

 （３）内容：手書き：ロール・ノートテイクの実技指導。ＰＣ：一人入力の実技指導 

📒要約筆記者養成講座修了式（日向会場） 

県北の日向市障がい者センター「あいとぴあ」で、実施していたパソコン要約筆記者養成講座は、

令和元年９月２８日に開講し約２年間かけて、令和３年１月１６日に６名が修了を迎えました。こ

の間、新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を実施してきました。今後は、全国統一要約筆記者

認定試験の合格を目指してもらいたいと思います。 

📒要約筆記者養成講師研修会（案） 

この研修会では、講師の方が直接指導を受けるのではなく、リモート講座になります。 

【要約筆記者養成講師研修会】 

 （１）日程：３月２８日（日）午前：手書きコース 午後：パソコンコース 

 （２）会場：県立聴覚障害者センター 交流ホール 

 （３）内容：手書き：実技検証指導 ＰＣ：実技検証指導 

    情報保障付き行事 

日時：1 月 23 日（土）10:00-16:00 

◇場所：県教育研修センター □内容：共に学び、生きる共生社会コン

ファレンス（手話） 

日時：2 月 20 日（土）10:00-13:00 

◇場所：県防災拠点庁舎 7 階会議室 □内容：国文祭・芸文祭みやざき

2020 さきがけプログラム（シンポジウム）（手話・要約筆記） 

日時：2 月 21 日（日）11:30-12:30 

◇場所：県防災拠点庁舎 □内容：国文祭・芸文祭みやざき 2020 さき

がけプログラム（トークイベント）（手話・要約筆記） 

詳しい内容が知りたい方は、県立聴覚障

害者センターへお問い合わせください。 
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    その他のお知らせ 

書籍販売 
・ろうあ運動の歴史がわかる本 

・手話に関する試験のための本や DVD 

・手話講習会のテキストや指導書 など 

通訳派遣 
・手話通訳者や要約筆記者を派遣します。 

FAX（0985）35-5081 

メール：msen-ida@trad.ocn.ne.jp 

貸出機器 
・磁気ループ（補聴器を通して聞く） 

・コミューン（指向性のあるスピーカー） 

・補聴器（箱型式） ・その他 

ビデオライブラリー（DVD） 
・字幕の付いたテレビ番組や映画 

・手話で解説されている番組 

・手話によるお話 など 

 

    センター利用状況 

 

 

 

 

    休館日のご案内 

 

    行事予定 

10月 11月 12月

２８４人 ３４５人 ２１８人

　　８個 　　１３個 ８個

　１３件 　　１２件 ８件

　８７件 　　６０件 ５４件

　　３件 　　　２件 ４件

利用者 　　２人 　　１４人 ８人

本数 　　９本 　　６７本 ３４本

手話通訳派遣

要約筆記派遣

ビデオ

ライブラリー

項　　目

施設利用者

機器等貸出し（個数）

相談件数

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31

31

1月カレンダー 2月カレンダー 3月カレンダー

なにが どこで 備考

1月 17日（日） 要約筆記対策学習会 県立聴障センター

7日（日） 登録手話通訳者等学習会 県立聴障センター 中止

7日（日） 手話通訳者・要約筆記者の健康に関する学習会 県立聴障センター 中止

21日（日） 全国統一要約筆記者認定試験 県立聴障センター

23日（火祝） 全国手話検定試験（準1級・1級） 県立聴障センター

27日（土） 全国手話検定試験（5級・4級） 県立聴障センター

28日（日） 全国手話検定試験（3級・2級） 県立聴障センター

指定日時 インターネットによる全国手話検定試験 個人宅等

21日（日） 法人理事会 県立聴障センター

2月

3月

いつ


