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「 聞 こ え 」 の バ リ ア フ リ ー 

 

編集・発行 全国要約筆記問題研究会 三重県支部 

※Mail zenyouken_mie@yahoo.co.jp 

※FAX 059-347-5860（横山宅） 
 

「要約筆記」をご存知ですか？「聞こえない・聞こえにくい」方に「文字で伝える

通訳」です。また「ヒアリングループ」は、補聴器を「Ｔスイッチ」にすると、マイ

クの音声が耳元まで直接はっきり届けられる補聴援助装置の一種です。 

「聞こえない」＝「手話」ではありません。人生の途中で聞こえなくなり、「しゃべ

れるけれど、聞こえない」、「文字情報が頼り」という方も、たくさんいます。 

そんな方にも一緒に楽しんでもらえるよう、このリーフレットでは、要約筆記や字

幕、補聴援助がついた公開行事の情報を集めて発信しています。 

私たちは、要約筆記に関わる全国組織「全国要約筆記問題研究会

（全要研）」の三重県支部です。インターネットでも情報発信してい

ますので、ぜひご覧下さい。 （「しぶろぐ 三重県」で検索できます） 

「しぶろぐ」 http://zenyoukenmie.blog58.fc2.com/ 

【行事主催者の方へ】一般公開で要約筆記がつくものがあれば、お知らせください。 

【お知らせ】「要約筆記のつく行事 in三重県」Web版 

この「要約筆記のつく行事」は、三重県下各地で毎月合計 500 部あまりを配布い

たしております。主な配布場所は、各市町の福祉課および社会福祉協議会、そしてそ

れぞれの支所などです。 

ただ、紙媒体のため、どうしても情報が遅れがちです。（特に字幕つき邦画情報など）

そこで、Web版も作成、運用しています。パソコン、スマートフォン、タブレットか

ら閲覧可能です。ぜひご利用ください。 

右のQRコードのほか、「要約筆記のつく行事 三重県」で

も検索できます。 

◆bloc：「要約筆記のつく行事 in三重県」Web版◆ 

 http://www.bloc.jp/yheventmie/ 
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◆要約筆記・字幕が付く公開行事 

※最新情報は各問合せ先までご確認を。 

※◆は２月末～３月、◇は４月以降開催 

 

 ◆連続（シリーズ）行事◆

◆津市「転倒予防教室」  

◆「成年後見人制度について」 

日 時：２月２２日（木）10:00～11:30 

全日程の共通事項 

場 所：津センターパレス地下1階 

    市民オープンステージ 

内 容：前半30分講義、後半 転倒予防体操 

情報保障：要約筆記（※講義部分のみ） 

備 考：参加無料、要申込（定員80名） 

申込み：名前と連絡先を添え、下記まで 

    但し、２か月に１回の参加 

問合せ：津市社会福祉協議会 津支部 

TEL：059-213-7111  FAX：059-224-6067 

 

 

◆一般  単発行事◆

◆四日市市こころの健康・福祉ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

～広げよう！繋げよう！こころの輪～ 

日 時：２月２４日（土）13:00～ 

場 所：あさけプラザ 大ホール 

内 容：わかば共同作業所の演劇、勝手に感

謝大会、シンポジウム「このまちで

生活していてよかった！」当事者に

よるピアノ演奏 など 

備 考：参加無料、申込不要 

情報保障：要約筆記、手話通訳 

問合せ：障害者相談支援センター ソシオ 

TEL：059-345-9016  FAX：059-345-4643 

Mail：hinaga@cty-net.ne.jp 

 

◆桑名市成年後見制度推進シンポジウム 

日 時：２月２５日（日）13:30～16:00 

場 所：桑名市総合福祉会館 大会議室 

内 容：講演とパネルディスカッション 

①講演：「成年後見制度について」 

講師：辻 龍範 氏（弁護士） 

②パネル討論「成年後見人の活動について」 

 コーディネーター：貴島 日出見 氏 

（鈴鹿医療科学大学 教授） 

コメンテーター：辻 龍範 氏 

パネリスト： 

柴田 良彦 氏 

（成年後見センター・リーガルサポート 

三重支部桑員地区幹事） 

村木 顯太郎 氏 

（三重県社会福祉士会 権利擁護センター 

ぱあとなあみえ） 

藤井 久江 氏 

（桑名市における市民後見人 第１号） 

備 考：参加無料、定員200名、要申込み 

情報保障：手話通訳、要約筆記 

申込み：申込用紙に必要事項を記入し下記へ 

    FAXまたは直接持ち込み 

問合せ：桑名市 社会福祉協議会 

〒511-0062 桑名市常盤町51 

TEL：0594-22-8218  FAX：0594-23-5079 

 

 

◆自殺対策強化月間 東小雪 講演会  

日 時：３月４日（日）14:00～15:40 

場 所：農業屋コミュニティ文化センター 

演 題：「実父からの性虐待を生き抜いて 

～サバイバーの私から伝えたいこと～」 

講 師：東 小雪 氏 

（元タカラジェンヌ・LGBTアクティビスト） 

備 考：入場無料、申込不要 

情報保障：要約筆記・手話通訳 

問合せ：松阪市環境生活部 人権・男女共同参画課 

TEL：0598-53-4017  FAX：0598-22-3533 
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◆みえ子育てホッとフォーラム in 東員 

日 時：３月４日（日）13:30～16:00 

場 所：東員町総合文化センター 

ひばりホール（東員町山田1700） 

内 容：家族の絆一行詩コンクール表彰式、 

講演、飛龍東員太鼓子供チーム演奏 

演 題：「子育てハッピーアドバイス 

～大好き！が伝わるほめ方・叱り方～」 

※未就学児の保護者が対象 

講 師：明橋 大二 氏 

（真生会 富山病院 心療内科部長） 

備 考：参加無料、要申込み（定員350人） 

託 児：予約制（無料） 

情報保障：要約筆記 

申込み：必要事項（名前、連絡先、人数等）

を記入し、Webまたは郵送かFAX 

（〆切：2月26日（月）必着） 

問合せ：三重県健康福祉部 

子ども・家庭局少子化対策課 

〒514-8570（住所記載不要） 

TEL：059-224-2404 FAX：059-224-2270 

Mail：shoshika@pref.mie.jp 

 

◆みみの日「第 4 回手話フェスティバル」 

日 時：３月１１日（日）10:00～15:30 

場 所：鈴鹿市文化会館 

内 容：午前…第１・２部 午後…第３部 

第１部 開会式、式典 

第２部 よさこいダンス「めっちゃええやんず」 

トークショー「70周年 歴史を語る」 

第３部 記念講演 宮澤典子氏 

（全通研 宮城支部長） 

情報保障：要約筆記・ループ・手話通訳 

整理券：（資料・記念品・お弁当付き） 

一般 2,000円 

学生・高齢者（60歳以上）1,500円 

問合せ：三重県聴覚障害者協会・実行委員会 

TEL：059-229-8540  FAX：059-223-4330 

Mail：deaf.mie@viola.ocn.ne.jp 

 

◆「耳の日」講演会と無料医療相談 

日 時：３月１１日（日）10:30～13:00 

場 所：文化会館 第３ホール 

内 容：講演会（AM）と無料相談（12:00～） 

①「耳が遠くなったと思ったら」 

増田 佐和子 氏 

（三重病院 耳鼻咽喉科 医長） 

②「めまいの話」 

竹内 万彦 氏 

 （三重大学大学院 医学系研究科 

 耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室 教授） 

情報保障：要約筆記 

問合せ：日本耳鼻咽喉科学会三重県地方部会 

TEL：059-351-3387  

 

 

◆第 10回 桑名「みみ祭」 

日 時：３月２５日（日）11:30～16:00 

場 所：桑名市 総合福祉会館 

内 容：屋外：グルメコーナー（屋台他） 

    大会議室：ステージ出演など 

    ①みえデフ・ドラゴンによるダンス 

    ②デフサッカー選手の講演会 

    ③難聴あるあるコント＆ｺﾝｻｰﾄ 

    ④じゃんけん、お楽しみ抽選会 

    その他：補聴器・耳マークグッズ、 

     ホワイトボード作りコーナー等 

情報保障：要約筆記・手話通訳・筆談対応他 

備 考：入場無料、申込不要 

※車の方は市民会館立体駐車場へ 

問合せ：みみ祭実行委員会（大幸補聴器内） 

TEL：0594-31-7088  FAX：0594-31-7107 

Mail：mimimaturi@gmail.com 
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 ◆邦画日本語字幕上映◆

※直近に公開される情報は、Web ページ

「bloc：要約筆記のつく行事 in三重県」をご

覧ください。（表紙の説明参照） 

 

●『羊の木』 

◆2月17日（土）～２月20日（火） 

１０９シネマズ四日市 

TEL：0570-051-109  FAX：0596-55-8159 

 

●『祈りの幕が下りる時』 

◆2月18日（日）～2月21日（水） 

 イオンシネマ鈴鹿 

TEL：059-370-8787  FAX：059-370-8711 

 

●『今夜、ロマンス劇場で』 

◆2月２５日（日）～２月２６日（月） 

ミッドランドスクエアシネマ 

TEL：0570-051-109  FAX：0596-55-8159 

 

●『四万十～いのちの仕舞い～』 

◆３月1０日（土）～ ※全上映字幕付き 

名古屋シネマテーク 

TEL：052-733-3959 Mal：nagoya@cineaste.jp 

 

●『空海 -KU-KAI- 美しき王妃の謎』 

◆３月1１日（日）～３月１４日（水） 

イオンシネマ鈴鹿 

 TEL：059-370-8787  FAX：059-370-8711 

 

 

 

◆字幕付きプラネタリウム  （四日市）

 

★３月３日（土）18:30～ 夜間特別番組 

「Feel the Earth」 

 

※補聴援助（ループ）は全席、毎日使えます 
入場料：一般 ¥540 高・大学生¥380 

小・中学生 ¥210 幼児無料 

※団体(20名以上)・障害者割引有 

問合せ：四日市市立博物館プラネタリウム 

TEL：059-355-2703  FAX：059-355-2704 

Mail：hakubutsukan@city.yokkaichi.mie.jp 

 

 

 

 

◆ヒアリングループマーク◆ 

ヒアリングループ（旧称：磁気誘導ループ）は、Ｔコイル

（Ｔモード）が内蔵された補聴器や人工内耳で利用できる、

集団補聴援助設備です。三重県内では、四日市市立博物館の

プラネタリウムなどに常設されています。 

新しく補聴器を作る時には、ぜひＴ付きに出来るかどうかを

補聴器屋さんに聞いてみてください。 

 

 


