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八都県市合同防災訓練に参加してきました！
○三郷市ボランティアセンター○
毎年９月１日又は防災週間中に、埼玉県、千葉県、東
京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市
の八都県市が、大規模な合同防災訓練を行っていま
す。今年、埼玉県の訓練会場は、隣の八潮市でした。
様々な訓練が行われていましたが、その一つの
「災害ボ
ランティアセンターの立ち上げ・運営訓練」に参加し
てきました！
参加者は、八潮市のボランティアのみなさん、埼玉レ
スキューサポート・バイクネットワーク（以下、埼玉
RB）、県、市、社協関係者などでした。
まずは、埼玉 RB
のかたから災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練
について説明がありました。埼玉 RB のかたは、中越地
震など様々な災害現場の災害ボランティアセンターに
関わってきたかたなので、実践的なことをわかりやすく
説明してくれました。
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ボランティアみさと

△ボランティアは、
このボランティア募集用紙を見て、
参加したい活動先を決めます。

http://www.misato-syakyo.or.jp/vc/

ボランティアセンターからPart1 2
インフォメーション
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ボランティアセンターからPart2 4
△自衛隊による炊き出し訓練（とん汁）
もありました。

埼玉 RB（レスキューサポート・バイクネットワーク）
とは
RB は、オートバイの機動力とそれを支
援するネットワークにより災害時の情
報活動や救援活動の支援を行い、バイ
クを通して地域社会に貢献することを
目的としたボランティア団体。

今回、初めて災害ボランティアセンターの立ち上げ
に関わり、戸惑うことも多かったですが、実際にこうし
た訓練に参加できたことはとても有意義でした。
）

[ボランティアみさと]は、
こちらで入手できます。

備えあれば、憂
いなし！
(八都県市合同防
災訓練）

三郷市ボランティアセンター、市内公共施設のほか･･････
｜三郷駅周辺｜
｜幸房・谷中・谷口周辺｜
｜新和・栄周辺｜
｜南蓮沼・さつき平周辺｜
｜天神周辺｜
｜田中新田周辺｜
｜鷹野周辺｜
｜戸ヶ崎周辺｜
｜高州周辺｜
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続いて、会場設営。災害ボランティアセンターの看板
を目立つところに貼付けたり
（災害が起きたとき、被災
者やボランティア希望者にとってボランティアセンター
の場所がわかりやすいことはとても大切）、受付場所の
机などを設置しました。
その後、各担当に分かれ、私は
ボランティア募集受付になりました。
ボランティア募集
受付では、炊き出しボランティア、応援物資配給ボラン
ティアなどの募集に、ボランティアが希望する活動と
マッチングすることを行いました。

（コーディネーター

☆☆☆ご自由にお持ちください☆☆☆

みさと書房（三郷市三郷 1-1-10）、みさと書房北口店（三郷市早稲田 2-2-6）
亀有信用金庫三郷駅前支店（三郷市三郷 2-20-1）
特別養護老人ホーム小鳩園（三郷市幸房 680）、三郷郵便局（三郷市谷中 14-9）
亀有信用金庫早稲田支店（三郷市谷口 631-3）
（三郷市新和 4-601）
特定非営利活動法人ひまわりの家（三郷市新和 4-562-3）、工房風のうた
ひつじぐも舎（三郷市新和 4-205）、埼玉みさと総合リハビリテーション病院（三郷市新和 5-207）
介護老人保健施設三郷ケアセンター（三郷市南蓮沼 260-2）
イトーヨーカドー三郷店（三郷市天神 2-22）
コミュニティスペース・パーソナルサポート青いそら
（三郷市田中新田 375-18）
ブックスたかの（三郷市鷹野 3-14）
在宅介護支援センターみさと南（三郷市戸ヶ崎 1-568-1）
亀有信用金庫三郷支店（三郷市戸ヶ崎 2-285）、三郷前谷支店（三郷市戸ヶ崎 3-116-2）
亀有信用金庫高州支店（三郷市高州 1-291-1）
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【Tel】 048-953-4191 【Fax】 048-953-4192
【E-mail】 mvc@misato-syakyo.or.jp 【Web】 http://www.misato-syakyo.or.jp/vc/
【開所時間】 午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分（月〜金曜日）
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Q5. みなさんに伝えたいことは？

ボランティアセンターレポート Part1
VC Report
三郷市聴覚障害者の会
三郷市内には、耳の聞こえないかたたちが活動している団体「三郷市聴覚障害者の会」があります。今回、定例
会にお邪魔し、三郷手話サークル「シードラゴン」のかたに協力していただきながら、
プロジェクターとパソコンを使
い、
役員のみなさんにお話を伺ってきました。

Q1. 会の成り立ちを教えてください。
平成 5 年 10 月 24 日に社団法人埼玉県聴覚障害者協会の支部として発足し、三郷市文化会館で設立式を
行いました。

生まれつき聞こえない人や中途で聞こえなくなった人など聞こえなくなった時期は違う為、コミュニケーショ
ンの方法も一人ひとり違うことを理解してほしいと思います。
例えば、店に行ったとき、
「私は、聞こえません」
というと、
「日本語読めますか？」
など、英語で質問される場合
もあります。
また、
中途失聴の場合は、聞こえなくても話すことはできます
（それまでは、聞くことも話すこともできていたの
で）。話すことはできても、聞こえないというと怪訝そうな顔で見られます。
こうしたことが現実にあることをみ
なさんに理解してほしいと思います。
私たちにとって、手話＝命です。聞こえている人が日本語を話して生活をしているように、私たちも手話がな
ければ生きていけません。障害者自立支援法では、手話通訳を派遣してもらうのに聞こえない本人がお金を
払うようになっています。聞こえるみなさんが、病院へ行ったり、お店に行ったりコミュニケーションをとる時
お金がかかりますか？私たち聴覚障害者がお金を払わないとコミュニケーションがとれないのはおかしいの
ではないでしょうか？

Q2. どんな活動をしていますか？（活動内容を教えてください）

インフォメーション

市内の小中学校の総合学習で手話の指導や手話講座での
講師をしたりしています。
また、月に１回定例の会議をしてい
ます。定例会議では、埼玉県聴覚障害者協会からの連絡や
報告を受けて、話し合いをしています。例えば、三郷市聴覚
障害者の会として障害者自立支援法についてどう取り組ん
でいけばよいのか？などさまざまなことを話し合っています。
他には、聴覚障害者の交流のためにいろいろな行事を企画
し、情報交換しています。

Information
視覚障害者外出サポートボランティア養成講座
○三郷市ボランティアセンター○
ボランティアセンターとボランティアグループ「ガイドヘルプ三郷」は、協働して視覚障害者の外出をサポートする
ボランティア養成講座を実施します。この講座では、
ガイドヘルプの基本技術（屋内・外の移動介助）
を学びます。
視覚障害者のガイドヘルプに興味・関心のあるかたはもちろん、「何か活動してみたい」「ボランティアをしてみ
たいけど、何をしたらいいのかわからない」そんなかたも、この講座に参加してみませんか？

△ 一つひとつの議題について真剣に話し合っていました。

Q3. コミュニケーション手段としてファックス・メール以外で便利なものってありますか？
インターネットのチャット（映像付き）や携帯電話（テレビ電話）を使っています。
日本語を耳から聞いたこと
のない聴覚障害者は、文章の読み書きが苦手な人も多く、文章で長く書くよりも映像を見ながら手話で話し
たほうが気持ちが通じます。他には、メーリングリストを使っています（会議録など一気にメンバーに送信で
きるため、共通認識を持てます）。

■講座内容 ( 全 3 回）
第1回

①講義

11 月 2 日㊍

②ガイドヘルプの基本技術

①電車で友だちと話していて
（手話で）
、
友だちが電車を降りて一人になったとき、
じろじろ見られたりします。

第2回

11 月 17 日㊎

③聞こえない人は、目と目が合わないと話が始まりません。
そのため、聞こえる人に話しかけられても目と目が合って
いないと自分に話しかけられているのかわからないので、
無視していると相手に誤解をされてしまうことがありま
す。
また、中には、
「私は、聞こえません」
と伝えると、相手
が話しかけたことを「ごめんなさい」と何回も謝ります。謝
られてもこちらは困ってしまいます。

③屋内の移動介助

13：30 〜 16：00

講師：埼玉県総合リハビリテーションセンター 歩行訓練士
第3回

11 月 20 日㊊

11：00 〜 13：00

水田靖士氏

三郷中央駅及び三郷市健康福祉会館 5 階会議室ほか

②まとめ ③ボランティアについて

講座の振り返りなどを行います。

②電車事故が起きたとき、放送が聞こえないのが困ります。

三郷市健康福祉会館 5 階会議室

講師：埼玉県総合リハビリテーションセンター 歩行訓練士
①屋外の移動介助

Q4. まちなかで不便に感じることって何ですか？

13：30 〜 15：30

水田靖士氏ほか

三郷市内の商業施設

■募集人数

20 人（申し込み順。定員になり次第、締め切ります）
■参加費

300 円（このほかに、交通費や昼食代は自己負担）
■申込方法

9 月 27 日㊌〜 10 月 18 日㊌までに三郷市ボランティアセンターに電話で申し込んでください。
■申し込み・問い合わせ
△ 役員のみなさんです。
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三郷市ボランティアセンター（三郷市社会福祉協議会内）
〒341-0041 埼玉県三郷市花和田 638-1 三郷市健康福祉会館 5 階
［TEL］ 048-953-4191
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