公益社団法人

鳥取県聴覚障害者協会
協 会 の ご 案 内

い つでも どこでも だれでも
～コミュニケーションがとれる社会の実現をめざして～

協会旗
きこえない・きこえにくい人の象徴である、
タツノオトシゴと「鳥取（ＴＯＴＴＯＲＩ）」
からデザインされました。
真ん中のＯは「仲間の輪」を表し、色は
鳥取の「梨（緑）」と「鳥取砂丘（オレンジ）」
をイメージしています。

目

的
きこえない・きこえにくい人に対する社会一般の認識を深め
きこえない・きこえにくい人の社会的自立の促進及び
きこえない・きこえにくい人をはじめとする
広く県民の福祉の増進に関する事業を行い
もって社会福祉の発展に寄与することを目的とする。


（公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会 定款 第 2 章 第 3 条より）

協会の歴史

昭和

1933（昭和 8）年

「山陰ろうあ協会鳥取支部」が発足

1938（昭和 13）年

「鳥取県ろうあ協会」に改称

1951（昭和 26）年
1955（昭和 30）年

第 2 回全国ろうあ者大会を開催（浜村温泉）
「鳥取県ろうあ団体連合会」に改称

1999（平成 11）年

第 47 回全国ろうあ者大会を開催（鳥取市）

2013（平成 25）年

「一般社団法人鳥取県聴覚障害者協会」を設立

平成

2013（平成 25）年

鳥取県手話言語条例制定

鳥取県手話言語条例制定（10 月 8 日）

第53回全国ろうあ者体育大会

公益社団法人認可「公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会」に改称
2014（平成 26）年

「鳥取県聴覚障がい者センター」が県内 3 圏域に開所
「聴覚障害者就労継続支援センターふくろう」を設立

令和

2019（令和元）年

「第 53 回全国ろうあ者体育大会」を開催（鳥取県・島根県）

組 織 図
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公益目的事業

組織委員会

会員相互扶助事業

会員相互扶助事業
出版委員会

福祉・労働委員会

（一財）全日本ろうあ連盟が発行してい
る、手話言語やきこえない・きこえにく
い人に関する書籍の販売を通して、 手
話言語及びきこえない・きこえにくい人
についての啓発や普及を行っています。

福祉研修会や職場での情報保障を考え
る集いの行事などを通して、きこえない・
きこえにくい人の福祉や労働環境の向
上を図っています。

教育・文化委員会

組織委員会

ろう教育を考える集い、とりっこ、将棋
大会などの行事を通して、きこえない・
きこえにくい子どもの教育やろう者の文
化などの啓発を行っています。

幹部養成研修会を通して、組織強化、
会員拡大及び活動者育成を行っていま
す。また、専門部をまとめる役割を担っ
ています。

情報・コミュニケーション
委員会

とっとり手話まつりなどを通して、きこ
えない・きこえにくい人の情報アクセス
とコミュニケーションについて啓発や普
及を行っています。

青 年 部
鳥取県ろうあ青年の集い、交流会などを
通して、ろう青年同士の交流を図り、
「仲
間づくり・学習づくり・要求づくり」の三
本柱に基づいた活動を行っています。

女 性 部

高 齢 部

スポーツ部

鳥取県ろうあ女性集会、教養講座など
を通して、 情報保障の手話言語によっ
て知識を深めるとともに、ろう女性の生
きがいづくりと社会参加の促進を行って
います。

講習会、ゲートボール交流会などを通
して、ろう高齢部会員相互の親睦を深
めることで、ろう高齢者の生活の質の
向上に繋げています。

全国ろうあ者体育大会への出場などを
通して、ろう者がスポーツに親しみ、相
互の信頼・協調の精神を養うとともに競
技力の向上に努めています。

協会の活動成果
全国初！鳥取県手話言語条例

成立！

2013.10.8

ろう者の人権が尊重され、ろう者とろう者以外の者が互いを理解し共生することができる社会を築くため、手話が言語であるとの認
識に基づき、手話言語の普及に関し基本理念を定め、県、市町村、県民及び事業者の責務及び役割を明らかにするとともに、手話
言語の普及のための施策の総合的かつ計画的な推進を図ろうとする『鳥取県手話言語条例』が、全国で初めて成立しました。

鳥取県教育委員会との早期教育支援の連携について
きこえない・きこえにくい子どもを持つ保護者に医療・教育・福祉機関
などが連携して取り組める早期教育支援体制の構築について、またきこえ
ない・きこえにくい子どもたち一人ひとりが、安心して教育を受ける環境
などの取り組みについて要望書を提出し、教育長と面談の場を持ちました。
当協会は、ろう教育の集いやとりっこの活動へと繋げています。

差別事例：合理的配慮の不提供を解消
きこえない人が「手術の時、手話通訳者に居てほしい」と希望。事前に病院側と相談し、手術室に手話通訳者が入室する許可
をもらい、手術当日、専用の服に着替えて手術室へ。ところが、手話通訳者は情報保障もできないまま退室。本人了承の元、当
協会は病院に対して『合理的配慮の不提供』として対応改善を求めました。
今回のことをきっかけに合理的配慮について理解を深めるための研修会も実施され、病院スタッフ
の中には手話言語の学習を始めた方もいらっしゃいます。

「 Net119 緊急通報システム 」の導入
自らの命を守るために「Net119 緊
急通報システム」の早期導入について、
鳥取県内の各消防局に要望書を提出
し、早期導入が実現されました。

鳥取・徳島両県の聴覚障がい者支援団体間の
「 災害時におけるきこえない・きこえにくい人の支援連携協定 」締結
この協定は、鳥取・徳島両県のいずれかで危機事象が発生した際、手話通訳
者・要約筆記者などの派遣等を行い、きこえない・きこえにくい人に対する支
援ができる体制を整えるために、当協会が提案しました。
鳥取県の平井伸治知事と徳島県の飯泉嘉門知事お二人の立会いの下、鳥取、
徳島両県の聴覚障がい者支援団体間の「災害時におけるきこえない・きこえに
くい人の支援連携協定」締結式が行われました。

各行事の紹介

鳥取県ろうあ者大会

とっとり手話まつり

ろう者の情報アクセシビリティ環境と社会的な地位を確立し、
一人ひとりのろう者が人間として、あらゆる人権を保障され、
より良い豊かな暮らしができる「真の共生社会」の実現を目
指す大会。 式典、記念講演、アトラクションなどがあります。

オープニングイベント・アトラクションなどを通して手
話言語の魅力を県民に広く知ってもらう“まつり”で、
誰でも楽しめるように企画しています。

全国高校生手話パフォーマンス甲子園

機関紙「とり聴協新聞」発行

手話言語の普及や手話言語を通じた交流の推進などを目
的に、全国の高校生が手話言語を使ったさまざまなパ
フォーマンスを繰り広げ、その表現力を競います。

ろう者のために幅広く福祉情報を提供するとともに、ろ
う者に対する理解と啓発を促すため、当協会として機関
紙を毎月発行しています。

鳥取県ろう教育を考える集い
小中学生企画▶

鳥取県ろう教育を考える集い

とりっこ

全国的なろう教育の現状、教育現場の様子、きこえない・
きこえにくい子どもを持つ保護者の想いなどを話し合い、
鳥取県でのろう教育のあり方、方向性について考えてい
きます。

きこえない・きこえにくい乳幼児とその保護者が集まり、
お互いに交流したり、話し合ったりし、親睦を深めてい
ます。

公益目的事業【事業内容と役割】

きこえない・きこえにくい人の福祉向上
のために、様々な事業を行っています。

相談員設置事業

遠隔手話サービス事業

電話リレーサービス事業

きこえない・きこえにくい人の悩み
や困りごとの相談に応じ、社会的自
立及び社会参加を促進するために必
要な相談支援を行っています。

ろう者などが所持するタブレット型
端末などのテレビ電話を活用し、手
話通訳センターに常駐するオペレー
ターがその端末の画面を通じて、手
話通訳を行っています。

ろう者などがテレビ電話などを活用
し、手話通訳センターに常駐するオ
ペレーターがそのろう者などに代
わって、電話をかけるサービスを行っ
ています。

きこえない・きこえにくい人に対する
意思疎通支援事業

支援事業

（手話通訳者・要約筆記者等派遣事業・個人）

（手話通訳者・要約筆記者等派遣事業・団体）

意思疎通支援事業

生活支援事業

きこえない・きこえにくい人の社会的
自立及び 社会 参加に必要なコミュニ
ケーションを円滑に行うため、鳥取県
において登 録された手 話通 訳者・要
約筆記者などを派遣し、きこえない・
きこえにくい人のコミュニケーション
の支援を行っています。

きこえない・きこえにくい人の社会
参加を促進するため、鳥取県におい
て登録された手話通訳者・要約筆記
者などをイベントや会議などへ派遣
を行っています。（行政・団体などの
開催する講演会・文化行事、会議な
どが対象）

手話言語などのコミュニケーション
保障により、集団の中で社会性を養
いながら日常の健康管理や生活習慣
病予防などを行い、生活の質の向上
に繋がるために支援を行っています。

①とてもたのしかった

字幕映像ライブラリー事業

情報機器貸出事業

就労継続支援事業

きこえない・きこえにくい人の知識
や教養の向上のため、字幕などを挿
入した DVD などの貸出しを行ってい
ます。

きこえない・きこえにくい人の情報
収集・提供やコミュニケーションを
支援するために、ヒアリングループ
などの情報機器の貸出しを行ってい
ます。

きこえない・きこえにくい高齢の方及び
重複障害を持つ方が自立した日常生活
又は社会生活ができるように、生活に
関する情報や学習会などの生きがい活
動の場と受託業務や自主製品の制作・
販売などの就労の場を提供しています。

きこえない・きこえにくい人を支援する

人材育成事業

手話奉仕員養成研修事業

ステップアップ研修事業

手話通訳者養成研修事業

きこえない・きこえにくい人の社会的
自立及び社会参加を促進するために
必要なコミュニケーション支援を担う
手話奉仕員の養成を行っています。

手話奉仕員養成研修の修了者に対し
て、手話通訳者養成研修の受講に求
められる手話言語技術の修得を目的
とした指導などを行っています。

手話通訳者に必要な手話通訳技術の
修得を目的とした指導などを行い、手
話通訳者の人材育成を行っています。

手話奉仕員等トレーナー設置事業

要約筆記者養成研修事業

鳥取県聴覚障がい者福祉研修会

手 話 通 訳 現 場 同 行、 学 習 会 の 開 催、
事前相談などにより、手話通訳現場
での悩みの解決方法などを一緒に考
えるなど、手話奉仕員などのサポー
トを行っています。

要約筆記者に必要な要約筆記技術の
修得を目的とした指導などを行い、要
約筆記者の人材育成を行っています。

きこえない・きこえにくい人の支援
に関わる関係者の資質向上と、きこ
えない・きこえにくい人への理解を
広めるための対人援助研修を行って
います。

県民等などに対する

啓発普及事業
県民向けミニ手話講座開催事業

とっとり手話まつり

手話言 語に興味をお持ちの方を対象
に、誰でも気楽に参加できる県 民向
けミニ手話講座を行っています。

県民のろう者への理解と手話言語の普
及促進を目的に、手話言語の魅力を県
民に広く知っていただくためにとっと
り手話まつりを行っています。

青 年 部

2019 年度で創立 50 周年を迎えた青年部。職場でのコミュニケーションの悩
みや時には恋愛相談など、悩みを打ち明け合い、問題解決の手がかりを探しな
がら、嬉しいことや悩みを仲間と共に分かち合い交流を深めています。「仲間

づくり・学習づくり・要求づくり」をモットーとし、全国レベルの行事にも参加しています。

鳥取県ろうあ青年

の集い

ろうあ青年

夏の交流会

夏季に BBQ やボウリングなどア
クティブな企画でみんなと協力し
合いながら交流を深めることで笑
顔たっぷり♪

女性部

ろうあ青年
講師を招き、講演を聞きながらろ
うあ運動の歴史や現在の課題など
を学び、青年部活動をさらに活性
化させるイベント！意見交換では
熱く希望をもって語り合い、最後
には自信とやる気がアップ！

冬の交流会

ウィンタースポーツや温泉旅行、
レクリエーションなど冬季に合わ
せた内容での企画でみんなと楽し
み、体や心もポカポカ！元気に！

1970 年創立。50 年以上の歴史があり、創立時から情報保障の手話言語によっ
て知識を深めるとともに、ろう女性が子どもを産み・育てる権利や、社会的地
位の向上の重要性を発信しています。

鳥取県ろうあ女性集会
女性部が創立してから現在にいたるまでの間、手話言語
による情報保障を得ています。
集会では講師を招き、ろう女性としてのろうあ運動につ
いてや異文化学習・健康学習などを企画し、ヨガ教室では、
手話通訳を介し、正しい情報を得ることで、身体の使い
方をわかりやすく意識できる学習会を実施しました。ま
た、旧優生保護法による強制不妊手術問題に関する学習
会を行い、旧優生保護法の問題や鳥取県における現状に
ついて学びました。毎年、幅広い分野で自らの知識や見
識を深めながら、仲間づくりをしています。

教養講座

異文化学習会やヨガ教室を開催。
仲間づくりもでき気分もリフレッシュ！

教養講座での料理教室は、
レパートリーも増えます！

高齢部

講習会、ゲートボール交流会などを通して、
「 一人ぼっちをなくす」を合言葉に、
ろう高齢部会員相互の親睦を深めることで、ろう高齢者の生活の質の向上に繋
げています。

高齢者の集い

「脳トレ」に皆さん真剣にチャレンジ！

交通安全学習会など、ニーズに合わせた教室を開催しています。

レクリエーション

敏腕揃い！ゲートボール・
グラウンドゴルフ大会

スポーツ部

青年部・女性部合同行事

高齢部・青年部・女性部合同で芋ほり♪焼き芋♪懇談会♪
世代間交流を通して手話言語のコミュニケーションの輪が広
がります！

全国ろうあ者体育大会への出場などを通して、ろう者がスポーツに親しみ、
相互の信頼・協調の精神を養うとともに競技力の向上に努めています。

デフリンピック壮行会・祝賀会
2つの金メダルを鳥取に
持って帰ってきました！

全国ろうあ者体育大会、中国・四国地区ろうあ者体育大会、全国障害者
スポーツ大会などに参加しています。また、4 年に一度開催されるろう
者のための世界大会・デフリンピックの日本代表選手として 1981 年か
ら鳥取県より選ばれ、活躍しています！
ボウリング部

陸上部

男子バレーボール部

バドミントン部

卓球部

とり聴協新聞 購読者募集中！
当協会の活動はもちろん、全国手話通訳問題研究会鳥取支部や鳥取
県手話サークル連絡協議会の活動、鳥取県の手話言語条例などのさま
ざまな取り組みを当事者の立場で情報発信しています。
きこえない・きこえにくい人への理解を広めるためにも、
ぜひ友人知人へ購読を呼びかけてください。

賛助会員募集中！

年間購読料▶
2,200円（送料込）

当協会活動にご支援・ご協力いただける方を大募集
■年会費…5,000 円／ 1 口
■期 間…当該年の 4 月～翌年度 3 月までの１年間
■特 典…機関紙（とり聴協新聞）の送付及び
当協会主催行事など案内、文書の送付、
行事参加費を一般会員扱いとする。

LINE お友だち募集中！
～とり聴協の情報を配信！～
公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会が LINE 公式アカウントを作成しました。
LINE の「友だち追加」から、ID 検索するか、QR コード読み取りで登録してください。
公式アカウントID：＠139yefzq この機会に、是非ご登録をお願いします！！
※注意：このアカウントは配信限定のため、お問合せ等はできません。

日本聴力障害新聞
全日本ろうあ連盟の動きや、きこえない・き
こえにくい全国の仲間の情報がいち早く分か
ります。
他の新聞や雑誌には掲載していないきこえな
い・きこえにくい人の生活に関する情報や手話
言語の情報が満載。 手話言語を学ぶ方やきこ
えない・きこえにくい方とのおしゃべりに必携！

年間購読料（送料・税込）▶
4,300 円
※郵便口座自動引き落し

4,100 円

※３年間まとめ払い

12,500 円

季刊みみ
日本聴力障害新聞のより詳しい情報が
満載。
内容豊富な特集と楽しいグラビアペー
ジで、きこえない・きこえにくい方々の
いきいきとした表情を伝えます。

お申込み・お問い合わせは

◀年間購読料
3,800円（本代）のみ
▶郵送希望の場合
（別途送料400円必要です）

公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会 東部事務局（鳥取県東部聴覚障がい者センター気付）
まで

各圏域に「聴覚障がい者センター」開所

西部

中部

東部

2014 年 4 月 1 日、念願の「鳥取県聴覚障がい者センター」が県内 3 圏域に開所しました。

会員の声
きこえる社会の中で十分
なコミュニケーションができない
私は手話言語と出会ってか
ら、それまでの人生が 180 度変わ
りました。私は手話言語と出会うまで
は、口話と筆談のみで会話がスムーズに
出来なくて、人付き合いが嫌いなほうで
した。協会に入り、手話言語を始めてか
らは意思疎通がスムーズに出来るように
なり、コミュニケーションができる喜び
を知ったおかげで、暗かった人生が明る
くなり、人付き合いもできるようになり
ました。本当に手話言語と

ことはストレスがたまるが、手話言語
を通してきこえない仲間に出会え、手話
言語で会話ができる場があることは、私の
生活を楽しくさせてくれる。協会に入ってか
ら、きこえないからとあきらめていた様々な
権利を獲得するろうあ運動、仲間がいるから
できたろうあ運動の歴史を知り、社会に存
在するきこえないことで受
ける不利益を仲間と一緒
なら解決していけると
思う。

出会えてよかったと心から
感じています。

私は、中学生のときから少しずつ聞こえなくな
り 20 代後半で失聴して、現在は人工内耳を装用して生活しています。
きこえない・きこえにくい仲間に出会うまでは自分に自信が持てず、人と
話すことが億劫になり聞こえたフリをしてしまうなど苦しい日々を過ごしてい
ました。協会に入り仲間に出会い、きこえない・きこえにくいことは恥ずかしい
ことではないと気づき、自分の「聞こえ」と向き合えるようになりました。手話
言語もまだまだ得意ではないですが、行事では要約筆記を始めとする文字情報
があり、安心して参加することができます。これからも仲間とともに情報格
差やきこえない・きこえにくいことで悩むことがない社会に変えていけ
るよう仲間と共に活動して行きたいです。

法人事務局、各センターの連絡先
法人事務局
ファミリー
マート
米子信用金庫

義方小学校

法人事務局

9 号線

至 松江

T E L 0859-30-3720
FAX 0859-30-3131

至 皆生
号線

181
西部総合事務所

米子郵便局

米子駅

https://torideaf.jp/

鳥取県聴覚障害者協会ホームページ

後藤駅

至 松江

〒683-0844
鳥取県米子市義方町11-39

至 皆生

9 号線

号線

181
西部総合事務所

米子郵便局

米子駅

鳥取
ワシントンホテル

大丸
鳥取駅

国道

鳥取市役所
駅南庁舎

53

さざんか会館

号線

イオン鳥取店

アパホテル
県民ふれあい会館

第一地方合同庁舎

しいたけ会館
鳥取県東部
聴覚障がい者センター

東中学校

161号線

東宝ストア
倉吉未来中心
至 三朝

至 関金
倉吉市役所

鳥取県中部聴覚障がい者センター

鳥取県西部
聴覚障がい者センター
米子信用金庫

義方小学校

米子自動車学校

至 松江

ファミリー
マート

後藤駅

鳥大
付属病院

三本松口駅

ガソリン
スタンド
（エネオス）

9 号線

至 皆生
号線

181

米子駅

米子郵便局

西部総合事務所

鳥取県東部聴覚障がい者センター

T E L 0857-32-6070
FAX 0857-32-6071

鳥取県中部聴覚障がい者センター

清水病院

成徳公民館

T E L 0859-30-4756
FAX 0859-30-4759

〒680-0845
鳥取県鳥取市富安二丁目104-2 さざんか会館内

新日本海
新聞社

さわやか会館
ガソリン
スタンド

公式
LINE

聴覚障害者就労継続支援センターふくろう

義方小学校

米子自動車学校

公式
HP

三本松口駅

聴覚障害者
就労継続支援センター
ふくろう

ファミリーマート
米子信用金庫

【受付時間】8：30 ～ 17：30
【休業日】土・日・祝祭日・年末年始

〒683-0845
鳥取県米子市旗ヶ崎六丁目19-48

後藤駅

米子自動車学校

鳥大
付属病院

三本松口駅

ガソリン
スタンド
（エネオス）

〒682-0822
鳥取県倉吉市葵町724-15

T E L 0858-27-2355
FAX 0858-27-2360
鳥取県西部聴覚障がい者センター

〒683-0845
鳥取県米子市旗ヶ崎六丁目19-48

堀田ビル1階

T E L 0859-30-3659
FAX 0859-30-3660

