
なせば成る！ 東北の絆で愛をつなごう！ 

第６３回東北ろうあ者大会 

第３９回東北地区手話問題研究大会 
 

期 日 ２０１２年１０月６日（土）・７日（日） 

開催地 山形県米沢市 

会 場 米沢市市民文化会館、すこやかセンター、アクティー米沢 

南部コミュニティセンター、北部コミュニティセンター、小野川温泉「河鹿荘」 

 

米沢市直江兼続マスコットキャラクター 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催 東北ろうあ連盟、全国手話通訳問題研究会東北ブロック、東北地区手話サークル連絡協議会 

主管  (一社)山形県聴覚障害者協会、山形県手話通訳問題研究会、山形県手話サークル連絡協議会 

なせば成る 為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の為さぬなりけり 
 
これは、上杉鷹山（うえすぎようざん）公の名言です。何かを成しとげようという意思で行

動すれば何事も成功する。良い結果にならないのは、人がやるぞという意思を持って行動しな
いからだ・・・という意味です。その鷹山公がまつられている神社が上杉神社です。また大河
ドラマでおなじみの上杉家の家臣：直江兼継（なおえかねつぐ）も縁の神社です。 

 東北は昨年、東日本大震災により大きな被害を受け、仲間もたくさん被災しました。復興ま

ではまだまだの大変な状況だと思いますが、元気になるための大会にしたいと思っています。

是非、山形県で仲間が顔を合わせましょう。お待ちしています！ 



【日程】２０１２年１０月６日（土）～７日（日） 
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【大会式典】１０月７日（日） ９：３０～１０：３０ 米沢市市民文化会館 

米沢市中央 1-10-2 ℡0238-23-8510 

 

【記念講演】１０月７日（日）１０：３０～１２：００ 米沢市市民文化会館 

『目で聴くテレビの裏話』 

講師 目で聴くテレビキャスター 岡本 かおり 氏 

 

＜講師プロフィール＞ 

大阪府立生野高等聾学校卒。バレーボール歴は長く、中学１年か
ら現在に至る。 

２００１年目で聴くテレビの番組「国際手話」の生徒役として
出演、本格的に手話キャスターに。担当番組は「ジェスチーノ（国
際手話）」「チャレンジかおり」「健康レシピ」「目で聴く 10 周記念」
その他、レポーターなどで出演している。DeafJapan の日本手話
講師を務めるほか、デフリンピックを広めようと活動中。 
ブログ「かおりんスーパーワールド」http://ameblo.jp/kaorin1211/ 

 

【交流会】１０月６日（土）１８：３０～２０：３０ 
グランドホクヨウ米沢 米沢市金池 2 丁目 3-7 ℡0238-22-1238 

 

【分科会・専門部研修会】１０月６日（土）１３：００～１７：００ 

内容 会場 

第１分科会「講座」 

「社会で生きるろうあ者の苦しみ」 

～差別をうけるってどういう事？～ 

 ①講演 「差別の撤廃に向けて」 

～「千葉県の障害者差別をなくす条例」その軌跡と現状～ 

 講師 千葉県聴覚障害者センター 

    センター長 植野 圭哉 氏 

 ②パネルディスカッション 

「差別を感じるのはどんな時？」 

 コーディネーター 東北地区手話サークル連絡協議会 

会長 佐藤 政昭 氏 

 パネラー （検討中） 

アクティー米沢 

米沢市西大通 1-5-5 

℡0238-21-5655 

 

大会議室 



第２分科会「手話サークル」 

「ろうあ者と健聴者の表現の違いについて」 

～同じ言葉なのに表し方が違う・・・？～ 

 ①自己紹介 

 ②研修 講師 福島県手話サークル連絡協議会 

副会長 大和田 仁 氏 

南部コミュニティセンター 

米沢市本町 2-4-28 

℡0238-24-2011 

第３分科会「手話通訳」 

「手話通訳場面～あなたならどうする？～」 

すこやかセンター 

米沢市西大通 1-5-60 

℡0238-24-8181 

第３会議室 

第４分科会「手話」 

「災害関連標準手話ハンドブック」 

講師 （社）全国手話研修センター日本手話研究所 

標準手話確定普及研究部研究員 高塚 稔 氏 

北部コミュニティセンター 

米沢市中央 6-1-21 

℡0238-22-1811 

専
門
部
研
修
会 

老壮年研修会 

「聞こえない仲間がいる社会」 

“ろう重複者”と歩んできた 25 年間の経験から 

講師 ろう重複者生活支援施設 たましろの郷 

施設長 花田 克彦 氏 

小野川温泉「河鹿荘」 

米沢市小野川町 2070 

℡0238-32-2221 

女性集会 

「虐待と DV」 

講師 みやぎ被災聴覚障害者情報支援センター 

       相談員（社会福祉士） 田脇 博子 氏                    

すこやかセンター 

第２会議室 

青年研究討論会 

「情報提供施設と災害」（仮題） 

講師 青森県聴覚障害者情報センター 

所長 山内 公平 氏 

すこやかセンター 

第１会議室 

 

【参加費】 

大会参加費 3,000 円 

分科会参加費 1,000 円 

専門部研修会参加費 

 

老壮年部研修会 

参加費 1,500 円 

写真代 1,050 円 

宿泊・交流会費 13,500 円 

女性集会 参加費 1,500 円 

青年研究討論会 参加費 1,500 円 

交流会参加費 5,000 円 

保育料（１人、飲料・お菓子代込み） ※対象２歳以上 500 円 



【ホテル】 

ホテル名 住 所 上:TEL/下:FAX 
シングル 

１泊朝食付 

交通 

米沢駅～ 

東京第一ﾎﾃﾙ

米沢 
米沢市中央 1-13-3 

0238-24-0411 8,000 円 

～9,000 円 
車で 5 分 

0238-24-0417 

ホテルｾﾚｸﾄｲﾝ

米沢 
米沢市中央 1-7-21 

0238-24-4848 4,000 円 

～6,000 円 
車で 5 分 

0238-24-4849 

ホテルｻﾝﾙｰﾄ

米沢 

米沢市門東町 3-3-1

（ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ共立ﾌﾟﾗｻﾞ） 

0238-21-3211 4,000 円 

～6,000 円 
車で５分 

0238-21-3211 

東横イン米沢

駅前 
米沢市東 3-5-28 

0238-22-2045 5,000 円 

～7,000 円 
徒歩 3 分 

0238-22-2050 

ﾍﾞｽﾄｳｪｽﾀﾝ 

米沢 

米沢市下花沢 

2-5-22 

0238-24-0026 5,500 円 

～8,200 円 
徒歩 3 分 

0238-24-0037 

実行委員会では宿泊受付は行いません。各自でお申込ください。ただし、東北三団体役員
は指定ホテルとなるので各団体でとりまとめ、実行委員会へお申込下さい。 
 

【申込方法】 

参加申込書に記入し、代金を添えて各県の協会事務局へお申込下さい。各県の協会事務局
は、総括申込書（メールにて送ります）に入力し、メールにてご返信ください。また、個
人申込書は大会実行委員会へお送り下さい。 
 

【申込締切】８月３０日（木） 
 

【キャンセル】 

 交流会参加費 

5,000 円 

老壮年研修会宿泊・交流会費 

13,500 円 

９月 ７日（金）まで 全額返金 全額返金 

９月１８日（火）まで ５０％返金 ５０％返金 

９月１９日（水）以降 返金なし 返金なし 

※大会参加費および専門部研修会参加費の返金はできません。 

 

【申込先】 

第６３回東北ろうあ者大会・第３９回東北地区手話問題研究大会 実行委員会 

〒990-0021 山形市小白川町 2-3-30 

山形県聴覚障がい者情報支援センター内 

一般社団法人山形県聴覚障害者協会気付 

TEL023-614-3582/FAX023-615-3583 

メール:ymgt-d-a@lapis.plala.or.jp 


