
 

                              

     

  
 

  「全通研学校Ⅱ」は今回が第５回目、第３回までに全国の９ブロックすべてで開催し、第４回 

からは２巡目に入り、第１回～３回と同じテーマで、開催ブロックを入れ替えての開催となって 

います。今回初登場の方々も含め、多方面で活躍する講師を揃えました。毎年、参加者からは 

「ぜひもっと多くの会員に参加してほしい」との声を聞きます。 

全通研会員であれば全国どの会場にも参加できますので、幅広い分野で学習を深め視野を広げて 

いただければと思います。 

今回のテーマと開催会場は・・・ 

「発達支援（相談活動）」東北ブロック（福島県福島市） 

「通訳理論（言語）」近畿ブロック（京都府京都市） 

「社会福祉（発達・人権）」四国ブロック（愛媛県松山市）となっています。 

全通研会員として、しっかり社会の状況をつかみ、聴覚に障害がある人たちと共に暮らしやすい 

社会を作るため、今何が求められているのかを学ぶ機会にしてもらえればと考えております。 

また、会員同士の親交を深め情報交換の場となるよう交流会も準備しています。 

多くの会員の積極的な参加をお待ちしています。        

 

【テーマ・期日・会場・講師】 

  Ａ 「発達支援（相談活動）」東北ブロック     

   2010年 6月26日（土）・27日（日） 福島学院大学福島駅前キャンパス5F 教室３ 

（〒960-8505 福島県福島市本町2-10  TEL 024-515-3221） 

①「相談活動の理論と実践」          中部学院大学人間福祉学部 名誉教授  窪田  暁子 氏 

②「手話通訳活動と相談事例」           中部学院大学人間福祉学部 名誉教授  窪田  暁子 氏 

全国手話通訳問題研究会 運営委員 佐々木良子 氏 

③「障害のある子の相談活動と支援」     大正大学人間学部人臨床心理学科 教授 玉井  邦夫 氏 
  

  Ｂ 「通訳理論（言語）」近畿ブロック   

2010年 7月10日（土）・11日（日） 全国手話研修センター    

（〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4 TEL 075-871-9711） 

①「手話とﾉﾝﾊﾞｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」            青山学院大学 名誉教授  本名  信行 氏 

②「手話通訳実践を通しての手話」     全国手話通訳問題研究会 運営委員長  市川恵美子 氏 

③「基礎から学ぶ言語学」                  長崎短期大学英語科 教授  小嶋  栄子 氏 
 

  Ｃ 「社会福祉（発達・人権）」四国ブロック   

2010年 7月 24日（土）・25日（日） 愛媛県視聴覚福祉センター４階 多目的室 

                （〒790-0811愛媛県松山市本町 6 丁目 11-5 TEL 089-923-9093） 

①「司法通訳から考える人権」               大阪女学院大学 非常勤講師  和田 裕子 氏 

②「聴覚障害児教育から考える人権」           京都文教大学院生 臨床心理士  若狭 妙子 氏 

③「手話通訳活動から考える人権」    全国手話通訳問題研究会 副運営委員長  近藤 幸一 氏 
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【 日 程 】 



 

第５回全通研学校Ⅱ＜参加申込みのご案内＞ 

 
１ 参加費・参加資格 

①  参加費 5,000円（交流会参加者は、別に交流会費） 

② 参加資格は全通研会員のみです。 

 
２ 会場案内 

 

【 東北 】 

福島学院大学 

福島駅前キャンパス5F 教室３ 

（〒960-8505福島県福島市本町2-10 

    TEL 024-515-3221） 

 

＜会場までのアクセス＞ 

○ＪＲ福島駅「東口」より 

徒歩約 5分 

○ 福島交通バス「大町」より 

徒歩約 1分 

 

 

 

 

 

 

 

【 近畿 】 

全国手話研修センター  

（〒616-8372 京都市右京区 

嵯峨天龍寺広道町3-4 

 TEL 075-871-9711） 

 

＜会場までのアクセス＞ 

○ＪＲ嵯峨野線  

嵯峨嵐山駅下車 徒歩 1分 

○ 京福電鉄嵐山線  

嵯峨駅前下車 徒歩 3分 

 

 

 



 

【 四国 】 

愛媛県視聴覚福祉センター 

４階 多目的室 

（〒790-0811愛媛県松山市 

本町 6丁目 11-5 

TEL 089-923-9093） 

 

＜会場までのアクセス＞ 

○ＪＲ松山駅から 

伊予鉄市内電車（環状線） 

8分「本町 6丁目停留所」 

下車徒歩 2分 

○ 伊予鉄松山市駅から 

伊予鉄市内電車（環状線） 

15分「本町 6丁目停留所」 

下車徒歩 2分 

 

 

３ 宿泊場所 

○ 宿泊場所は、各自で確保願います。 

○ 下記の宿泊場所は、会場および最寄りの駅周辺のホテルです。あくまで参考ですので、各自で所

在地や料金等を確認して申込み願います。 

○ 休日ということで早めにホテルを予約されることをお勧めします。 

 

＜東北会場＞ 

ホテル 住      所 ＴＥＬ 料金 

ホテルメッツ福島 ＪＲ福島駅隣接（駅東口徒歩 0分） 024-523-1515 \6,700 

リッチホテル福島 福島市栄町 2-36（駅東口徒歩 3分） 024-521-1711 \5,500 

東横イン福島駅東口 福島市栄町 2-12（駅東口徒歩 3分） 024-524-1045 \5,460 

ホテル辰巳屋 福島県福島市栄町 5-1（駅東口徒歩 1分） 024-522-5111 \7,350 

東横イン福島駅西口 福島市三河南町 4-4（駅西口徒歩 2分） 024-534-1045 \5,460 

リッチモンドホテル福島 福島市三河南町 1-15（駅西口徒歩 1分） 024-526-1255 \5,700 

 

＜近畿会場＞ 

ホテル 住      所 ＴＥＬ 料金 

コミュニティ嵯峨野 

（全国手話研修ｾﾝﾀｰ） 

京都市右京区 

嵯峨天龍寺広道町 3-4 
075-871-9711 

ツイン朝食付き 5,500円 

（シングルは 6,500円） 

※会員価格です。「全通研学校参加」とお伝えください。 

 

＜四国会場＞ 

ホテル 住      所 ＴＥＬ 料金 

松山シティホテル 松山市宮田町 1-3 089-932-1121 \7,140 

東横イン松山一番町 松山市一番町 1-10-8 089-941-1045 \5,460 

スーパーホテル松山 松山市此花町 5-31 089-932-9000 \4,980 

ホテルアピス松山 松山市一番町 4丁目 1-8 089-941-9003 \5,229 

ホテルサンガーデン松山 松山市平和道り 3-2-10 089-926-4411 \4,700 

 

 



 

４ 交流会の会場 

 ○ 交流会の会場については、当日ご案内いたします。 

 

５ 申し込み方法 

① 添付されている申込書に必要事項をご記入の上、支部にお申し込みください。  

② 複数の会場に参加される場合は、会場ごとに申込書を作成してください。 

③ 支部は、「総括申込書」を作成し本部に送付願います。（個人申込書は支部で控えとして保管 

してください）なお、「総括申込書」は会場ごとに作成願います。 

 

６ 申し込み締め切り 

 ① それぞれ下記の会場ごとの締め切り期限までに各支部にお申し込みください。 

② 各支部は「総括申込書」に記入の上、下記の締め切り期限までに本部に送付してください。 

 

会場 申し込み締め切り 
支部から本部への 

申込み締め切り 

東 北 2010年 5月 26日（水） 2010年 6月 2日（水） 

近 畿 2010年 6月 10日（木） 2010年 6月 17日（木） 

四 国 2010年 6月 24日（木） 2010年 7月 1日（木） 

  ※ 締め切り日を過ぎた場合は受付いたしませんので、ご注意ください。 

 

７ 参加費等の支払い方法 

① 当日、会場にて「参加費」「交流会費」をお支払いください。 

②  申し込みを変更する場合は、事前に本部まで連絡をしてください。 

③ 当日やむを得ない理由で欠席する場合は、下記（「９」）緊急連絡先まで連絡してください。 

連絡がない場合は、キャンセル料を請求する場合がありますのでご承知願います。 

   なお、全く連絡がない場合は、参加費等を支部に請求いたしますのでご了承ください。 

 

８ 支部申し込み先および及び問い合わせ先 

     〒602-0901 京都市上京区室町通今出川下ル 繊維会館内      

     全国手話通訳問題研究会 ℡ 075(451)4743 FAX 075(451)3281 

 

９ 緊急連絡先 

     075-451-4743 

 

10 その他 

講師の了解をとれた講座については、当日、録音が可能です。 


