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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。 

このリーフレットは、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、

毎月500部あまりを県下の市町の福祉課・社会福祉協議会などに配布中です。 

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。ブログもありますのでご覧ください。（「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。 

◆◇◆【ご紹介】県下の難聴者団体 一覧◆◇◆ 

◆三重県難聴・中途失聴者協会 ◆四日市市難聴者友の会 

代表者名：藤谷 弘晃 

※ホームページは「三重難聴」で検索 

FAX：059-322-1059 

活動拠点：四日市市総合会館 

代表者名：林 功 

メール：ホームページよりご連絡ください 

FAX：059-328-1204 

活動拠点：四日市市総合会館 

◆津市難聴・中途失聴者の会「きらら」 ◆松阪難聴者・中途失聴者の会「すてきなステーキ」  

代表者名：三浦 正敏 

メール：ホームページよりご連絡ください 

活動拠点：津センターパレス 

代表者名：池村 幸一 

メール：ホームページよりご連絡ください 

活動拠点：松阪市福祉会館 
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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 12月末～１月、◇は２月以降開催 

 

 ◆連続（シリーズ）行事◆

◆津市「転倒予防教室」  

◆「からだを積極的に動かしましょう」  

日 時：１２月２６日（木）10:00～11:00 
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 

 

◆「そらんぽ四日市」主催講座  

※「四日市公害と環境未来館」・「博物館・プラネタ

リウム」での行事は、「手話通訳・要約筆記が必要

な場合は、事前申し込み時にその旨ご記入くださ

い」となっています（広報よっかいち参照）。 

ホームページや広報よっかいちでご確認のうえ、

お問合せ・お申込みください。 

 

 ◆聴覚障害当事者団体行事◆

※一部、情報保障のないものもあります※ 

◆（津難聴）「きらら」１２月例会  

日 時：１２月２８日（土）13:00～15:00 

場 所：津センターパレス 地下研修室 

内 容：１年を振り返って「何でも語ろう会」 

備 考：入場無料、申込み不要 

情報保障：要約筆記・ループ 

問合せ：津市難聴・中途失聴者の会 

    「きらら」 

  Mail： m-miura@ztv.ne.jp 

◆四難聴友の会 新年会【※】  

日 時：１月１５日（水）12:00～14:00 

    （現地集合 11: 50） 

場 所：四日市シティホテル 2F 四日市みやび 

内 容：食事、ビンゴゲームなど 

参加費：3000円 

情報保障：なし【※筆談など】 

問合せ：四日市市難聴者友の会 

  TEL：090-1281-9777 （横山・携帯） 

  FAX：059-328-1208 （林 宅） 

 

◆（津難聴）「きらら」１月例会【※】  

日 時：１月２５日（土）10:00～14:30 

場 所：①津センターパレス 地下研修室 

    ②津センターパレス4F オホーツク 

内 容：①10:00～ 手話教室  

    ②12:30～ 新年会 

参加費：②のみ弁当代 1,680円 

     （飲み物代別途） 

備 考：①は 入場無料、申込み不要 

    ②は 当日支払い、当日飛び込み可 

情報保障：①要約筆記、②なし【※筆談など】 

問合せ：津市難聴・中途失聴者の会「きらら」 

  Mail： m-miura@ztv.ne.jp 

 

◆三重県難聴・中途失聴者協会１月例会  

日 時：１月２６日（日）10:00～15:00 

場 所：四日市市総合会館3F  

    社会適応訓練室 

内 容：10:00～全国大会の報告 

       なんでも語ろう会 

    13:00～110番アプリシステム説明会 

      説明会開催地域との情報共有 

情報保障：要約筆記、ループ 

備 考：参加無料、昼食は各自持参 

申込み：資料準備の都合上、できるだけ 

    名前とふりがな、連絡先を書いて 

    1／19 までに下記までお申し込みを。 

問合せ：三重県難聴・中途失聴者協会 

  Mail： mie_nanntyou@yahoo.co.jp 
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◆（三聴障協）第６回手話フェスティバル  

日 時：２月９日（日）10:00～16:00 

場 所：志摩市阿児アリーナ ベイホール 

内 容：10:00- 第1部 式典 

    11:00- 第2部  

高校生手話スピーチコンテスト 

    13:00- 第3部 記念講演 

       【次長課長】河本準一さん 

参加費：1日券2000円・記念講演1500円 

情報保障：手話通訳・要約筆記、ループ 

問合せ：（一社）三重県聴覚障害者協会 

  TEL：059-229-8540  FAX：059-223-4330  

  Mail： deaf.mie@viola.ocn.ne.jp 

 

 

◆一般  単発行事◆

◆（名張市）令和２年 成人式  

日 時：１月１２日（日）13:00～13:40 

場 所：ａｄｓホール 

備 考：入場無料 

対象者：市内の新成人（12月中旬に入場券を 

兼ねた案内はがきを送付） 

市外の出席希望者は下記まで 

情報保障：要約筆記・手話通訳 

問合せ：名張市教育委員会事務局生涯学習室 

TEL：0595-63-7892 

Mail：syougaigaku@city.nabari.mie.jp 

 

◆（津市）令和２年 成人式  

日 時：１月１２日（日）13:00～15:00 

場 所：サオリーナ 

備 考：入場無料、申込み不要 

対象者：市内の新成人 

（12月上旬に案内状を送付） 

市外の出席希望者は下記まで 

情報保障：要約筆記・手話通訳 

問合せ：津市教育委員会事務局 

    生涯学習課 青少年担当 

TEL：059-225-7172  FAX：059-228-4756 

Mail：tsu-seisyonen@zc.ztv.ne.jp 

 

◆（桑名市）令和２年 成人式  

日 時：１月１２日（日）13:30～ 

場 所：NTNシティホール（旧市民会館） 

備 考：入場無料、申込み不要 

対象者：市内の新成人 

（11月中旬に案内状を送付） 

市外の出席希望者は当日受付まで 

情報保障：要約筆記・手話通訳 

問合せ：桑名市生涯学習・スポーツ課 

 生涯学習係 

TEL：0594-24-1244  FAX：0594-24-1355 

Mail：shogakum@city.kuwana.lg.jp 

 

◆映画「みんなの学校」上映会＆ 

  木村泰子先生講演会 in桑名  

日 時：１月１２日（日）12:30～16:00 

場 所：大山田コミュニティプラザ 

    文化ホール 

内 容：12:30～映画上映（バリアフリー版） 

    14:30～木村先生 講演会 

備 考：要申込、参加無料 

情報保障：要約筆記・手話通訳・ループ 

問合せ：「みんなの学校」桑名実行委員会 

TEL：050-5373-7271 

Mail：gakko987@gmail.com 
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◆（伊賀市）猪田地区人権講演会  

日 時：１月１８日（土）9:45～10:50 

場 所：伊賀市立 成和東小学校 

講 師：三浦 伸也 氏 

（NPO法人「ほがらか絵本畑」理事長） 

備 考：申込不要・参加無料 

情報保障：要約筆記 

問合せ：伊賀市立 成和東小学校 

TEL：0595-21-4708  FAX：0595-21-4711 

 

 

◆（三重県主催）笑って学べる！ 

 こころのバリアフリー笑（SHOW）  

日 時：１月１８日（土）13:00～15:30 

場 所：四日市あさけプラザ 

内 容：①こころのバリアフリー生活笑百科 

    ②ふるさと劇団「コラボ新喜劇」等 

出 演：①濱田祐太郎、トラッシュスター 

     （いずれも よしもと興業所属） 

    ②よしもと芸人＋劇団わかば 

情報保障：要約筆記・手話通訳 

備 考：要申込み、参加無料 

申込み：①名前とふりがな、②参加人数、 

    ③連絡手段（電話・FAX・メール） 

    ④必要な配慮（車いす・手話通訳・ 

     要約筆記・ループ・その他）を 

    記入し、メールかFAXで下記へ 

※メールは件名を「笑って学べる！こころのバ

リアフリー笑」参加申し込み とすること 

問合せ：三重県 医療保健部 健康づくり課 

 TEL：059-224-2273  FAX：059-224-2340 

Mail：kenkot@pref.mie.lg.jp 

 

◆（四日市）市内で活躍する女性と 

 市長とのパネルディスカッション 

「トーキングテラス ～子育てママ編～」  

日 時：１月１９日（日）13:30～15:00 

場 所：四日市本町プラザ 1F ホール 

テーマ：地域で活躍する子育てママは 

   どのように時間を活用しているのか？  

出演者：川北 睦子 氏 〔コーディネーター〕 

     （株式会社Eプレゼンス代表取締役） 

    中村 美帆 氏 〔パネリスト〕 

     （ヨガサークルガレット代表） 

    髙橋 知美 氏 〔パネリスト〕 

     （Ms.チアーズ代表） 

    柴田 和咲 氏 〔パネリスト〕 

     （三重ママサルビア楽団代表） 

    森 智広 氏  〔パネリスト〕 

     （四日市市長） 

対 象：市内在住・在勤・在学の方 

託 児：あり・無料（６ヶ月～小３まで） 

     ※要申込……１月8日〆切 

情報保障：要約筆記・手話通訳 

備 考：要申込み・参加無料（先着80名） 

申込み：電話・FAX・メールのいずれかで 

    名前・ふりがな・住所・電話・FAX 

    および託児の有無を入れ、下記へ   

問合せ：四日市市男女共同参画センター 

「はもりあ四日市」（本町プラザ3F） 

TEL：059-354-8331  FAX：059-354-8339 

Mail：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp 
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◆（伊賀市）第５回 にじいろネット  

日 時：１月１９日（日）13:00～16:00 

場 所：三重県伊賀庁舎 7F会議室 

内 容：「医療的ケアを含む重症児・者と 

 家族の為に」 

備 考：申込不要・参加無料 

情報保障：要約筆記・ループ 

問合せ：伊賀市 健康福祉部 障がい福祉課 

TEL：0595-22-9656  FAX：0595-22-9662 

Mail：shougai@city.iga.lg.jp 

 

◆令和元年度 市民向け在宅医療講演会 

   「看取り期の支援を考える」  

日 時：１月２６日（日）13:30～15:30 

場 所：四日市市総合会館8F 視聴覚室 

内 容：①「四日市市の在宅における 

      看取りの現状について 

～在宅医の視点から～」 

    ②「人生最後の食支援を問う 

      『お食い締め』 

～死から生まれるもの～」 

講 師：①山中 賢治 氏 

（笹川内科胃腸科クリニック院長） 

    ②牧野 日和 氏 

（愛知学院大学 心身科学部 准教授） 

備 考：参加無料、申込不要（定員200名） 

情報保障：要約筆記・手話通訳 

問合せ：四日市市 健康福祉部 健康福祉課 

TEL：059-354-8281  FAX：059-359-0288 

Mail：kenkoufukushi@city.yokkaichi.mie.jp 

 

 

◆邦画日本語字幕上映◆ 

 

※直近に公開される情報もありますので、

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） 

●『カツベン！』 

◆１２月２２日（日）～１２月２３日（月） 

１０９シネマズ名古屋 

   TEL：052-541-3109  FAX：059-359-0109 

 

●『屍人荘の殺人』 

◆１２月２２日（日）～１２月２５日（水） 

イオンシネマ鈴鹿（※） 

   TEL：059-370-8787  FAX：059-370-8711 

 

●『僕のヒーローアカデミア  THE 

MOVIE ヒーローズ：ライジング』 
◆１２月２７日（金）～１２月２９日（日） 

イオンシネマ鈴鹿（※） 

   TEL：059-370-8787  FAX：059-370-8711 

 

●『僕らの７日間戦争』 

◆１２月２９日（日）～１２月３０日（月） 

イオンシネマ鈴鹿（※） 

   TEL：059-370-8787  FAX：059-370-8711 

 

●『映画 妖怪学園Y  

 猫はHEROになれるか』 

◆１月５日（日）～１月８日（水） 

イオンシネマ鈴鹿（※） 

   TEL：059-370-8787  FAX：059-370-8711 

※イオンシネマ系列の映画館については、公式

サイトにある「よくある質問」の「お問い合わ

せフォーム」より問合せ可能です（全国共通） 
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◆字幕付きプラネタリウム  （四日市）

 

★２月１５日（土）14:30～ 一般番組 

「コズミックフロント 

   ～宇宙エレベータの旅～」 

★２月１５日（土）13:15～ ファミリー番組 

「プラネタリウム はなかっぱ 

  花さけ！パッカ～ん 宇宙旅行」 

★２月２９日（土）15:45～ 星空番組 

「１２の星ものがたり・冬 

  ～あなたの誕生日の星空は？～」 

★２月２９日（土）18:30～ 夜間特別番組 

「花鳥風月 星ごよみ」 

 

※補聴援助（ループ）は全席、毎日使えます 
入場料：一般 ¥550 高・大学生¥390 

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 

TEL：059-355-2700（代） FAX：059-355-2704 

Mail：hakubutsukan@city.yokkaichi.mie.jp 

 

★月曜日定休、ほか臨時休館があります★ 

（12月16日（月）〜12月20日（金）、 

 12月25日（水）〜2020年1月1日（水）） 

 

bloc:要約筆記のつく行事 in 三重県  

 「要約筆記のつく行事」は紙媒体のため、

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 版も作成し運用しています。

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。 

 

◆bloc：「要約筆記のつく行事 in三重県」 

http://www.bloc.jp/yheventmie/ 

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。 

 

 

【PR】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

にできるかどうか」を補聴器屋さんに聞いて

みてください。 

 

 


