Newsletter
ニュースレター
２０１１年１月
Issue 1
2011

世界会議
SPECIAL
特別号！
CONFERENCE
EDITION!

Committed to the development of the profession of sign language interpreters worldwide

WASLI世界会議
2011年7月14-16日
南アフリカ、ダーバン
WASLI Conference,
14-16 July 2011,
Durban, South Africa

もくじ
Inside
this issue:
Welcome!
1
ようこそ！
WASLI
2011
WASLI2011
特別号edition
１
special
Message from 1
WASLI会長
the
WASLI
あいさつ ２
President
WASLI
2011
2
WASLI2011
Conference
会議プログラ
Programme
ム
２
Registration
2
now open!
登録開始！
３
Keynote
3
presenter:
基調講演：
Colin
Allen
コリン・アレ
ン氏
３
Keynote
4
abstract
基調講演概要
４
Conference
5
proceedings
2005年007年会
sale
議議事録販売

2011年度第1号のWASLIニュースレ
Welcome to the first WASLI newsletter of
ターへようこそーワクワクする新
2011—a new layout for an exciting new
しい年へ向けての新しいレイアウ
year! We are thrilled that this year
トになりました。今年、WASLIが南
アフリカに帰るということは感動
WASLI is returning to South Africa, the
的です。南アフリカは2005年に
country where WASLI came into being in
WASLIが誕生した国です。我々の会
2005, and to be hosting our conference
議は美しい海岸沿いの町ダーバン
in the beautiful coastal city of Durban. In
で開催されます。そのお祝いとし
celebration (and as a reminder to those
て、（さらに、今後の登録者への
who are yet to register) we have
案内として）来る会議へ向けて
2011年度最初のニュースレターを
dedicated the first newsletter issue of
発行しました。
2011 to the upcoming conference.
WASLI2011会議は、3日間のうちに
WASLI 2011 is planned around three
、学び分かち合い、ネットワーク
days of learning, sharing, networking,
作り、旧友との再会、新しい出会
renewing old friendships and making
い、お楽しみ、などを計画してい
new ones, and having fun. Durban is the
ます。ダーバンはクワズール・ナ
political capital of KwaZulu-Natal, a
タール州の政治的中心地であり、
province rich in history, dramatic
歴史深く、感動的な眺望と南アフ
リカ有数の野生動物公園でも有名
landscapes and some of South Africa’s
な場所です。WASLI2011会議参加者
best wildlife parks. Some of those
の一部の方々は、7月18日からダー
coming to WASLI 2011 will also be going
バンで始まるWFD会議にも参加され
to the WFD Congress which begins in
ることでしょう。我々の会議場と
なるホテルは、WFD開催地からおよ
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Durban on 18 July 2011. Our conference
そ４キロ、タクシーで８分ほどの
hotel
is about 4km from the Congress
距離です。
venue or 8 minutes by taxi.

我々が第３回WASLI会議を心待ち
We
hope you enjoy this special
にしているように、皆様にこの会
conference edition newsletter as we look
議特別号のニュースレターをお楽
forward
to the 3rd WASLI conference,
しみいただきたいと願っておりま
and
reminisce
with photos from the 2nd
す。また、セゴビアでの第２回会
議についても、写真や参加者のコ
conference
in Segovia, as well as quotes
メントと共に回想していきます。
from previous conference delegates.
Please
read on for important information
WASLI会議と援助プログラムに関
する大切な情報をお読みください
about
the WASLI conference and
。
sponsorship programme.

WASLI is an important association for
WASLIはすべての通訳者と通訳者と
all interpreters and people who work
協同する人々にとって重要な組織で
with interpreters. The WASLI
す。WASLI世界会議では我々の経験
を分かち合い、世界中に友情を広め
conference is about sharing our
るためにあります。私はそのように
experiences
and making more friends
してきましたし、またその経験は素
around
the world... I have been and the
晴らしいものでした。みなさまも、
WASLI2011南アフリカ世界会議に参
experience was great. Come and
加し、分かち会いましょう！！
share the experience of WASLI 2011 in
South Africa!!
ファン・ドゥルエッタ
ファンhゥルエッタ、アルゼンチン
ファン・ドゥルエッタ
ファン・ドッルエッタ
アルゼンチン
アルゼンチン
アルゼンチン
Juan Druetta, Argentina
WASLI Vice President
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WASLI2011会議プログラム
WASLI 2011 Conference Programme
会議プログラムはプレゼンテーショ
The conference programme will be an exciting
ンとポスター発表という楽しみな組
blend of presentations and posters, offered by
み合わせの構成で、これは通訳者、
教育者、研究者によって行われます
interpreters, educators and researchers from
。オーストラリア、ベルギー、ブラ
around the world, including Australia, Belgium,
ジル、カナダ、チリ、コスタリカ、
Brazil, Canada, Chile, Costa Rica, Fiji, Ireland,
フィジー、アイルランド、日本、メ
Japan, Mexico, New Zealand, Spain, United
キシコ、ニュージーランド、スペイ
ン、イギリス、アメリカなど世界中
Kingdom, and the USA . Confirmations have
から人々が集まります。現在確認が
been received now and the final programme is
とれ、最終プログラムの準備中です
being prepared; it will be available on our
。ホームページにも近々アップ予定
website very soon. Check the conference
です。会議のホームページの最新情
報を定期的に確認し、特別価格で登
website regularly for updates on topics and be
録できる今のうちにお申し込みを忘
sure to register for the conference now in
れずに！
order to get the best prices!
WASLIは通訳
WASLI is a MUST
者にとって参
attend event for all
加必須な大会
interpreters ... I
です。私は二
have
attended both
つの大会（南
アフリカとス
conferences (South
ペイン）に参
Africa and Spain)
加し、とても
and
I can say that I
感動しました
have come away
。世界中から
集まった多く
feeling very
の経験豊富な
inspired! I love the
通訳者に囲ま
fact that I am
れるという状
surrounded
by so
況が素晴らし
いです。この
many
professional
大会以外にこ
interpreters who
のような機会
have so much
はありません
experience
from all
。みなさまに
2011年大会
over the world –
でお会いでき
when else do we
ることを楽し
have this
みにしており
opportunity?
I look
ます！
forward to seeing
スーザン・エ
many of you in
マーソン、
2011!

オーストラリ
ア
Susan Emerson,
Australia

国際会議は、自身の専
“International
conferences
門分野を超えて視野を
provide
us
with
a rare and
広げることができ、貴
重で謙虚になれる機会
humbling opportunity to
です。世界中から集ま
broaden our perspectives
る仲間から多くを学ぶ
beyond
our own backyards.
と共に、海外に出かけ
、他の国々の社会的、
We have much to learn
政治的、文化的な現実
from our associates from
を経験することからも
around
the world and even
さらに多くのことを得
ることができます。
more
to gain by travelling
abroad and experiencing
ペニー・シンカリオル
the social, political and
、カナダ
cultural realities of others”.
Penny Schincariol, Canada

Registration now open!
登録開始！
To register for your place at WASLI 09.30 and the final day (16th) finishes
WASLI2011大会にみなさまの席を登録するためには、こちらまたは
2011
click here or go to www.wasli.org with the conference gala dinner. We
WASLIのホームページから登録のリンクにしたがってください。
then follow the links to registration.
have therefore provided several different
accommodation
packages
to
通常登録は2011年3月30日が締め切りで、この日付を過ぎた場合は
Standard
registration is open until
遅延登録料金となります。さまざまな登録オプションの準備があり
accommodate different arrival and
March
30th, 2011, and after this date
、WASLI世界会議は、通訳者、ろう者、学生、教育者、ろうコミュ
departure dates.
ニティ支援者など誰でも歓迎しております。
there
are late registration fees. We
have a variety of registration options The accommodation packages include
大会開催地は、Southern
Sun Elangeni Hotelです。63 Snell
and
everyone
is welcome
at a WASLI breakfast. The conference fee includes
Parade,
Durban
4001の海岸にちょうど面しています。まずはシン
グルとツインルームを250人分予約してありますが、状況によって
conference
– interpreters, Deaf lunch, the Welcome Cocktail Reception
追加も可能となっています。
people,
students, teachers, supporters (16th) and the Gala Dinner (17th).
of
the Deaf community, etc.
参加者はさまざまな時間、さまざまな場所から到着しますので、
The venue for the conference is the
それに対応できるような多くの
modern
Southern Sun Elangeni Hotel,
宿泊プランからの選択が登録時
right on the beach at 63 Snell Parade,
に可能です。
Durban 4001.
We have initially
プログラムにあるように、1日
reserved single and shared twin
目（14日）は朝9時半からスタ
accommodation for 250 persons, with
ートし、最終日（16日）はガラ
the
possibility to add more.
・ディナーで閉幕となります。

このために、さまざまな到着日

Because
people will be arriving at
や出発日にあわせて、いくつか
の宿泊プランをご用意しました
different
times from different places,
。 have prepared a variety of
we
accommodation
packages which you
宿泊プランには朝食が含まれま
す。大会参加費には昼食、ウェ
can
choose from when you register.

ルカム・カクテル・パーティー

（16日）、ガラ・ディナー（17
You
will see from the programme page
日）が含まれます。
that the first morning (14th) will start at

Southern Sun Elangeni Hotel,

南アフリカ、ダーバ
Durban, South Africa
ン
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大会基調講演：コリンAレン
Conference Keynote Presenter:
大会の基調講演はコリン・アレン氏が行います。
Colin Allen
コリン・アレン氏は国際的ろう者の活動において豊富な経験
をお持ちです。2000年9月から2007年5月までコリン氏はフ
We are pleased to announce Colin Allen and sign language interpreters in those
ィンランドろう者協会にて、アルバニア、カンボジア、コソ
as the conference keynote presenter.
countries.
ボの担当者として尽力されておりました。また、マケドニア
、セルビアモンテネグロ、ボスニアヘルツェゴビナ、トルコ
Colin Allen has a wealth of experience in In 2007 Colin started as an Internaの調査プロジェクトに関わり、それぞれの国内ろう者協会と
working in the international Deaf sec- tional Project Co-ordinator for the
手話通訳者と協同してきました。
tor. Between September 2000 and May Global Education Pre-Planning Project
2007, Colin was employed by the Finnish on the Human Rights of Deaf People
2007年には、ろう者の人権に関わる世界教育予備計画プロ
ジェクトの国際的コーディネーターとなり、世界ろう連盟と
Association of the Deaf and had postings conducting regional survey work of
共に6つの地域（93カ国）のろう者と手話通訳者の調査を行
in Albania, Cambodia and Kosovo. Colin Deaf people and sign language interってきました。
has conducted survey projects in Mace- preters in six regions (93 countries)
donia, Serbia and Montenegro, Bosnia with the World Federation of the Deaf.
彼は、人権や通訳利用に関する会議論文を世界中で発表して
います。たとえば、東京大学、パリでのインターナショナル
and Herzegovina, and Turkey in collaboHe has presented conference papers
ration with national Deaf associations
in human rights and interpreter access
・デフ・デイ、ブタペスト
でのSINOSZ国際会議"Human
around the world including at the UniRights
Yes!"などです。
versity of Tokyo, International Deaf
Day in Paris, and SINOSZ Internaコリン氏は国際的ろう者コ
tional Conference ―Human Rights.
ミュニティと通訳者の発展
に努め、リレー通訳者とし
Yes!‖ in Budapest.

WASLI世界会議に参加する
Being
part of the WASLI conference
ことは私の人生において感
has been an inspiring time in my
激的で、通訳者として共に
career
and an honour and privilege
活動できることは栄誉ある
to特権です。WASLIには通訳
serve our members as part of the
者の世界規模のネットワー
interpreting
team. WASLI provides a
クがありますが、同じよう
worldwide network of interpreters
な課題や成功経験を持って
with similar challenges and
いたり、人口統計的には驚
successes as well as incredible
くほどの違いのある国もあ
ります。もし機会があれば
differences in demographics. I
、ぜひWASLI世界会議に参
would
highly recommend attending
加することをおすすめしま
WASLI
if you have the opportunity, to
す。会議に参加したり、各
participate
and meet dedicated
国からのプロ通訳者と会え
るのです。この機会は今ま
individuals to the interpreting
でで最高の会議となり、南
profession. It’s one of the best
アフリカはその音楽と文化
conferences ever and South Africa
で躍動することでしょう。
rocks
with its music and culture.
これは参加必須です。
Definitely not to be missed.
アバ・ホーキンス、カナダ
Ava Hawkins, Canada

ての長年の経験があります
Colin brought to his role in interna（オーストラリアでのプロ
として最初のリレー通訳者
tional Deaf community and interpreter
の一人です）。またオース
development many years experience
トラリア国内と国際的な通
as a practising relay interpreter (being
訳サービスの普及支援に熟
one of the first people in Australia to
達しています。デフ・オー
ストラリア（全国組織）の
perform the role of a relay interpreter
会長を9年間務め、デフ・オ
in a professional context) and skilled
ーストラリアとオーストラ
advocate in the promotion of interpretリア手話通訳者協会（全国
ing services both in Australia and inter組織）の協力関係締結に貢
献しました。
nationally. As President of Deaf Australia (National) for nine years, he was

2003年には世界ろう連盟の
instrumental in the establishment of
理事に選出されました。発
the partnership between Deaf Australia
展途上国において9年間ろう
and the Australian Sign Language In者や通訳者と活動した後に
、現在はオーストラリアの
terpreters’ Association (National).
故郷であるシドニーのニュ
In 2003 Colin was elected a board
ーサウスウェールズのデフ
・ソサイエティにてサービ
member of the World Federation of the
スディレクターの地位につ
Deaf. After nine years working with
いています。
Deaf people and sign language interpreters in developing countries, he is
now Director of Services at the Deaf
Society of New South Wales in his
home city of Sydney, Australia.

Colin Allen

The WASLI

WASLIスペイ
conference in
ン世界会議は
Spain was an
感動的な経験
でした。素晴
amazing
らしい技術を
experience.
It was
持ったろう通
amazing to have
訳者とフィー
seen Deaf
ダーを見て驚
嘆しました。
interpreters and
特にカンボジ
feeders
in action
ア人通訳者の
on a high level. It
Vichetは非常
was
very inspiring
に素晴らしか
especially
to have
ったです。ま
た同行した友
watched
Vichet, a
人は突然自身
Cambodian
の可能性を開
interpreter
and
花させました
friend whom I
。彼女は夢を
見つけたので
accompanied, have
す。それは私
her
world suddenly
がブリスベン
open up with
でのWFD会議
possibilities.
She
で初めてろう
通訳者を見た
now
knows what to
ときのことを
dream for. It
彷彿とさせま
reminded me of the
す。
time I first saw a
ステファニー
・リンダー、
Deaf interpreter
オーストラリ
work at WFD in
ア Brisbane.
Stephanie Linder,
Australia
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Attending the

WASLI世界会議
WASLI
Conference
に参加するこ
emphasised to me
とで、私たち
just
how huge this
の世界はなん
と広いのだろ
world
of ours is! I
うということ
heard
reports from
を見せつけら
interpreter leaders
れました！
representing
each
2007年の総会
country at the
で各国を代表
する通訳者リ
WASLI General
ーダーからの
Membership
レポートを聞
Meeting
in 2007. It
きました。世
was
fascinating to
界中でいかに
通訳者が養成
me
how interpreters
方法やろうコ
all
over the world
ミュニティへ
are
searching for
の質の高い通
answers
to provide
訳サービスな
どを模索して
training to
いるか、とい
interpreters and
うことを知り
quality interpreting
感激しました
services to Deaf
。
シェリル・モ
communities
ーゼ、
worldwide.
アメリカ
RID会長
Cheryl
Moose, USA
President, Registry
of Interpreters for
the Deaf

コリン・アレン氏基調講演概要
Colin Allen’s keynote abstract:
地球的視野で考え、地域社会で活動する
Think Globally, Act Locally
世界的に手話通訳者が直面している課題の一つは、世界規模で
の発展と地域社会での活動をそれぞれの状況に合わせて両者を
One of the challenges facing sign language interpreters around the world is how to
活用するためにどのように融合するか、ということです。手話
draw
together global developments and local action to make the most use of both
通訳者とろうコミュニティの両者にとってどのような要素が地
in域社会にとって成功を導くことができるのかを説明するケース
their own contexts. This paper will outline some of the global developments
スタディを討論する前に、この講演内容は手話通訳に影響のあ
affecting
sign language interpreting before discussing case studies that illustrate
る世界規模での発展の一部の概要を説明するものとなるでしょ
which factors lead to successful local action for both sign language interpreters and
う。
Deaf communities.

最近の国際的指標の一つは国連障害者権利条約です。生活上の
One
recent international milestone is the United Nations Convention on the Rights
どんな場面においても情報の入手と通訳の利用権利は世界的に
of方針として定められています。これは、専門通訳サービスの質
Persons with Disabilities (UNCRPD). Access to information and interpreting in
allの改善を模索する人々にとって最善の策を提供し、地域社会で
spheres of life is now enshrined in global policy, which provides the best guide
のろうコミュニティのニーズを満たすものとなります。手話通
for
people seeking to improve the quality of professional interpreting services and
訳とろうコミュニティに関する調査機関の増加は、また別の重
satisfy the needs of Deaf communities in local contexts. The growing body of
要な国際的進展となります。この講演では、国連障害者権利条
research into sign languages and Deaf communities is another key international
約における通訳者とその地域協会と政府に対する関わり合いと
development.
This paper will outline the implications of the UNCRPD for
、手話の認知においていかに危機的状況であるかの調査結果を
説明します。
interpreters
and their local associations and governments, and how research
critically informs the recognition of sign languages.
WFDによれば、世界中の発展途上国において、９０％ものろう児

と大人が教育を受ける機会がなかった可能性があるとしていま
The
World Federation of the Deaf recognises that potentially as many as 90% of
す。ろうコミュニティへのエンパワメントは世界中で通訳者に
the world's Deaf children and adults in developing countries have never been to
とっての重要な懸案事項です。この講演では３つのプロジェク
school. The empowerment of Deaf communities is a key concern for interpreters
トのケーススタディを示し、通訳とろう者の協働の実質的な効
worldwide.
This paper will present three case studies of projects that illustrate the
果を説明します。成功への要素は調査、継続的トレーニング、
positive
effects
of collaboration between interpreters and Deaf people. The factors
権利擁護、責任分担、これらの協働です。
for success are research, ongoing training, advocacy, shared responsibility and
統一は成功への重要な鍵
above all collaboration.
世界規模での発展と地域社会での活動の統一
手話通訳者とろうコミュニティの統一
Unity is the key to success

Unity between global development and local action
Unity between sign language interpreters and Deaf communities

Attending the WASLI
2007年のセゴビアで
conference
in Segovia in
のWASLI世界会議に
2007 is an experience I
参加したこときのこ
とです。世界中の仲
still
refer to. Being able to
間とネットワークを
network and discuss
作り、現在の課題に
current issues with a
ついて討論すること
global collection of
ができるのは本当に
素晴らしいことです
colleagues was truly
。
amazing.

デリス・マジル,

ニュージーランド
Delys
Magill, New Zealand
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セール!!!
2005年および2007年世界会議議事録
SALE!!!
それぞれ、世界中送料無料で15ポンドに値下げしています。

Proceedings from the 2005 AND 2007 Conferences

もし、あなたの本棚にこの2冊の冊子がないのでしたら、これはバーゲン価格で手に入れられる絶
好のチャンスです。この価格で入手可能なのは以下のリンクからのみです。
Double savings: If you are buying from outside the
http://www.wasli.net/wasli-special-offers-p132.aspx
Each reduced to £15.00 (GBP15.00)
UK you will make a double saving from the sale price

with FREE postage to anywhere in the
すでにお持ちですか？でしたら、発展途上国の通訳者のために1冊カンパはいかがでしょうか？（
and the devalued British currency.
お支払い後、別にeメールをこちらまで送付しpublications@wasli.org寄付のご希望をお伝えくだ
world.
さい）
If you need more information on each book, go to

If you don’t have these two publications on your http://www.wasli.org/buy-from-wasli-p60.aspx.
bookshelf, then this is your big opportunity to buy
二重の倹約：もしあなたがイギリス国外から購入される場合には、セール価格とポンド安により、
at a bargain price. You can only get this price by You can use PayPal or a credit card to make your
二重の倹約ができます。
going to this link: http://www.wasli.net/wasli-special- purchase.
offers-p132.aspx
Who should buy these?
この議事録に関する詳細はhttp://www.wasli.org/buy-from-wasli-p60.aspxをご覧ください。

この価格での入手は期限があります。

Do you already own a copy? Then how about pur-  Interpreters!!
お支払いはペイパルまたはクレジットカードが利用可能です。
chasing another copy to donate to an interpreter in

 Students who aspire to belong to the profession
この議定書を購入すべき人とは？
a developing country? (Make the payment and
・
通訳者！！
send a separate
email to publications@wasli.org  Teachers of signed language interpreting
・
手話通訳業を希望する学生
saying you
want to donate the copy.)
・
手話通訳の指導者
・
手話通訳家庭のある教育機関の図書館  Libraries at institutions that have signed language
Sale prices are ONLY available for a limited time.

interpreting courses

WASLI大会開会式
Opening
the WASLI conference

Markku Jokinen
Image from

www.wfdeaf.org

Markku
Jokinen, president of the World
WFD理事長マルク・ヨキネン氏は
WASLI世界会議の開会を快諾して
Federation of the Deaf (WFD), has
くださいました。その返信のレ
accepted our invitation to open the
ターには次のように書かれてい
WASLI
Conference. ―I would be very
ました。「私はその任を担うこ
とができてとてもうれしいです
happy
and pleased to do this, indeed, it
。WASLI世界会議へ参加するみな
would be a great honour for me to
さんにご挨拶ができることは本
address
the delegates taking part in
当に非常に光栄です。」
your association’s conference‖, he said
in his acceptance letter.

ＷＡＳＬＩ２０１１総会
WASLI
2011 General Membership Meeting
The WASLI 2011 General Meeting will take place on Thursday
WASLI2011会議総会は2011年7月14日木曜日、9時半に
th
14行われます。場所はSouthern
July, 2011 at 9.30am. It will be
the Great Ilanga Room,
Sunin Elangeniホテル
Southern
Sun Parade,
Elangeni Durban
Hotel, 634001,
Snell South
Parade,Africa）の
Durban 4001,
（63 Snell
GreatAfrica.
Ilanga
Roomです。どなたでもご参加ください
South
Everyone
is welcome to attend, although please
。ただし、国会員メンバーのみが投票できることをご
note
that ONLY NATIONAL members are eligible to vote.
承知おきください。議題につきましては、WASLIのホ
Please see the WASLI website for information about the
meeting agenda.

WASLI2007セゴビア大
The
WASLI 2007 conference in
会は私にとっての手話
Segovia
was my first international
通訳に関する初めての
conference on sign language
世界会議でした。世界
中のさまざまな手話に
interpreting
and I remember that I
感激しました。その中
was fascinated by all those
でも一番感動したのは
different sign languages from
、ステージに立つろう
around the world. But what I
通訳者の姿でした。私
found
most exciting were the deaf
は始めアルゼンチンの
通訳者がろうであるこ
interpreters on stage. I didn't
とに気づきませんでし
realise at first that the interpreter
た。彼の聴衆へのアイ
from
Argentina was deaf, because
コンタクトは完璧だっ
he
managed so perfectly to keep
たのです。2011年の南
アフリカ大会とそこで
eye
contact with the auditorium.
多くの方に再会できる
I'm really looking forward to
ことをとても楽しみに
WASLI
2011 in South Africa and
しております！みなさ
seeing
so
many colleagues again!
んもどうぞご参加くだ
さい！
So please come and join us!
エルケ・シャウムベル
Elke Schaumberger, Austria
ガー、オーストリア
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資金援助への重要なお願い
Important request for sponsorship

“Assisting any
どの代表者でも支
援をすることは、
delegate will also
We
are looking for your assistance in fundraising for some months.
間接的に他の通訳
発展途上国にいる私たちの仲間が、2011年南アフリカのダー
indirectly benefit
者にも恩恵を与え
raising
sponsorship
funding
for
our
バンでの世界会議に参加できるように寄付のスポンサーをお
other
interpreters
However, we are looking to significantly、その国のろう者
願いしています。
colleagues
from developing countries to
and advance the
increase the number of colleagues toの福祉の発展に貢
come to our conference in Durban,
cause of Deaf
whom we can offer sponsorship and are献するのです。
私たちについて
South
Africa in July 2011.
people
in their
WASLIは2003年に世界中の手話通訳の専門性の発展を目的と
looking beyond our own profession to
して設立されました。当時すでに整備された全国組織を持ち
countries”
raise money. That is why we are making
What we are about
、その会員は秩序だった養成を受けて一定の基準と行動規範
our approach to you.
のもとに活動している国もありましたが、多くの国々では仕
The
W orld Association of Sign
事上のこのような基礎が欠如していました。
Language
Interpreters (WASLI) was The opportunity
国連障害者権利条約には、ろう者の権利や、社会でろう者の
established
in 2003 with the objective of
地位向上を進めるための手話通訳者の役割の認識も含まれて
We estimate the cost of travel and
developing
the profession of sign
います。ろうコミュニティと専門職としての手話通訳は多く
conference (including accommodation)
の場合平行して発展します。
language
interpreting worldwide. While
to average out at GBP2,000/USD3,000
there are some well established national
each. Assisting any delegate will also
資金援助
associations whose members have had
以前の二回の大会は発展途上国の多くの通訳者からも興味を
indirectly benefit other interpreters and
formal
training and work to agreed
引いています。通訳者と関係機関はそれぞれ１６人と２２人
advance the cause of Deaf people in
の発展途上国からの代表者を十分に支援できる資金援助をし
standards
and codes, interpreters in
their countries. Individuals, organisations
ました。2011年大会においても同様の大いなるご支援をお願
most
countries in the world lack this
and corporate donors are encouraged to
いいたします。いくつかの協会では（ニュージーランド、オ
foundation to their work.
ーストリア、カナダ）数カ月に渡りうまく資金集めを進めて
provide a rare opportunity for colleagues
いるようです。
The
UN Convention on Rights of who have a desperate thirst for
しかし、我々はスポンサーを提供できる通訳者の人数の大幅
Persons with Disabilities, which includes knowledge. If you were able to sponsor
な増加を目指しており、また、資金援助計画の今後について
rights
for Deaf people, also recognises at least one of these individuals, it may
も考えています。ですので、みなさんにもお願いをしている
the
role of sign language interpreters in be possible for us to arrange person to
訳です。
advancing the position of Deaf people in person links for you to use in your own
機会大
society.
Deaf communities and sign publicity.
Donations will be
会参加にかかる費用（宿泊込
language
interpreting as a profession acknowledged on our conference webみ）はおよそ2,000ポンド／
3,000ドル平均だと思います
often develop in parallel.
pages and conference programme book.

。代表者の支援は間接的に他

の通訳者にも恩恵が巡り、ま
Fundraising
ourselves
たその国のろう者の運動の促

Our
two previous conferences have
進にもつながります。個人的
attracted
a lot of interest from
、組織的、共同募金などによ
って、知識を必要としている
interpreters
in developing countries;
仲間に貴重な機会を与えてく
interpreters and related organisations
ださい。もし一人分でも支援
raised
sufficient funds to sponsor 16
が可能な方は、我々が個別で
and
22 delegates respectively from
の手配をし、ご自分の名前を
全面に出すことも可能です。
developing
countries and we anticipate
寄付については、大会ホーム
a similar generous response for 2011.
ページまたは、大会プログラ
We are aware that some associations
ムに掲載されています。
(e.g. in New Zealand, Australia,
Canada) have been successfully

I appreciated so much what I learnt about the sign

世界のさまざまな国での手話通訳者の状況を学
language interpreters' situation in different parts of the
べたことはうれしかったです。このようなこと
world. This aspect was important because it was a
は重要で、今後自国での活動のモチベーション
にもつながり、また行政を動かし、通訳サービ
motivation
for me to come back home and to encourage
スの発展の戦略を立てるような活動にもつなが
the
authorities to think and act toward a wise strategy to
ります。通訳者として自分たちのことについて
develop the interpreting services. I learned about us, as
も学び、コミュニケーション過程において進行
interpreters, being facilitators in the communication
役も担っていることがわかりました。他の方々
process.
I recognised the strong need of setting quality
の実践や経験などのよい例から、通訳のレベル
基準設置に対する強い要求があることがわかり
standards and about this I learned a lot from the others
ました。私は多くの方々と経験を共有する機会
examples of good practice and experiences. I had the
を得ることができました。それは、チームワー
chance to share my experience with many people ク、プロ意識、動機付け、関係性、情熱、他者
concepts
such as team work, professionalism, motivation,
からの学び、実際のコミュニケーション、技術
、責務などの考え方についてです。
respect, enthusiasm, learning from others experiences,
オアナ・ファルカス,
real-life communication,ルーマニア
quality and responsibility.
2007年WASLIスペイン 支援による代表者
Oana Farcas, Romania
Sponsored delegate at WASLI 2007 in Spain
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資金援助への重要なお願い
Important request for sponsorship, cont.
決意
These two examples show the
Determination
発展途上国から大会へ参加するための実質的な苦労は、私たち
determination of sign language
Some of the practical difficulties for
には容赦できないものがあります。例えば、コソボ代表のセル
interpreters from developing countries to
マンはセゴビア大会参加に必要なビザを取るために、スペイン
people from developing countries to
travel to a place where they have the
大使館へ2回に渡る2日間の旅が必要でした。以前の大会（2005
travel to conferences would not be
年）ではジンバブエからの通訳者（テレビニュースを通訳して
opportunity to network and learn from
tolerated by many of us. For example,
いる）は、ハラレ（ジンバブエ首都）からウースター（南アフ
their colleagues.
Neither of these
Selman, a delegate from Kosova, had
リカ、ウエスタン・ケープ州）まで３昼夜の移動を要しました
interpreters are able to earn a full-time
。to make two two-day journeys to the
living from interpreting and have to
このような2つの例は、ネットワーク作りや仲間からの学びの機
nearest Spanish embassy to get his
会を得るために発展途上国からも大会へ参加するという手話通
undertake other work to survive – a
visa to travel to our last conference
訳者の決意を表しています。この2人の通訳者は、通訳のみでは
typical situation in developing countries.
(2007) in Segovia.
Peaceway, an
生計を立てることができず、他の仕事を掛け持ちしなければな
りません。これは発展途上国の典型的な状況です。
interpreter from Zimbabwe (where he About WASLI as an organisation
interprets the news on television)
travelled day and night for three days
on a coach from Harare to Worcester
(Western Cape, South Africa) to reach
our previous conference (2005).

We
are an organisation made possible
組織としてのWASLI
by
the electronic age, run entirely by
私たちの組織は現代の電子時
代によって実現されており、
professional
interpreters around the
世界中のプロ通訳者がもっぱ
world in their ―spare‖ time; we have no
らその"空き"時間を使って運
office
and no staff.
営しており、オフィスもスタ

ッフもおりません。

I first started out as a volunteer for
私は、初めは障害者のボラ
a disability organisation and met a
ンティアをしていて、そこ
group of Deaf people. That was
でろう者の団体と出会いま
where I learnt Cambodian Sign
した。そこでカンボジア手
話を学び、その後2002年か
Language
then I become a teacher
ら3年間ろう者の教師にな
of the Deaf in 2002 for three years
り、それから通訳者になり
before I become an interpreter.
ました。WASLI大会に参加
Participating in the WASLI
することは私にとって重要
です。成長や経験を他の通
conference was important for me
訳者と共有でき、また、通
because
it was my opportunity to
訳、課題、自国で可能なこ
gain and share experiences with
とについて学べる機会です
other
interpreters, to learn about
。通訳の仕事についての知
識を学んだりそれを仲間と
interpreting
services, issues and
共有することもできます。
what is available in other countries.
Also, to develop my knowledge
ソン・ヴィチェット,
カ
about interpreting work and to
ンボジア
WASLI大会2007年
支援に
share
with my team of interpreters.

Because of the time taken to ensure
パスポート、ビザ、旅程など
pの準備に時間がかかるので、
assports,
visas
and
travel
arrangements
are in place, we are
資金集めは2011年1月31日まで
で完了させたいと考えており
seeking
to conclude fundraising by 31
ます。しかし、この目的のた
January
2011. However, we will be
めの寄付は最終的には6月中旬
happy
to accept donations for this
まで喜んでお受けいたします
purpose
until mid-June at the latest. After
。その後は必要な手続きが間
に合わない恐れがあります。
that, it is too difficult to conclude all the
発展途上国からの参加はビザ
necessary
communications in time; visa
や旅程の調整が非常に複雑に
and travel arrangements can be very
なる可能性があります。
complex
for those coming from eligible
このお願いをお読みいただき
countries.
ましてありがとうございまし

Som Vichet, Cambodia

for colleagues and the Deaf community
in the interpreter’s home country.

よる代表者

Sponsored delegate at WASLI 2007

た。みなさまのご支援をお待
Thank
you for taking the time to read this
ちしております。みなさまの
and
hope
we can look forward to your
寄付は一人の通訳者のみなら
ず、その通訳者の国の通訳者
support.
Please remember that your
仲間やろうコミュニティに対
donation benefits not only one
しても恩恵が広まることをお
interpreter but has wide ranging benefits
忘れにならないでください。

他の国から
In my
の代表者と
discussions
の討議によwith
り、経験を
representatives
共有する業
from other
務と、仲間
countries
I was
への養成機
able to form a
会の促進に
ついての共
cooperation
同声明を私
agreement
の協会と結
between our
ぶことがで
associations
きました。 to
work in the areas
イサコール
of experience
・ベイネ,
sharing, and
エチオピア
facilitating
WASLI大会
training
2007年
支
援による代
opportunities for
表者
our members.
Yissakor
Beyene, Ethiopia
Sponsored
delegate at
WASLI 2007

寄付の方法
How to make a donation
寄付は銀行振込をご利用できます。WASLI
40-14-09
11395602
(HSBC,(HSBC,
A donation can be made by bank transfer toA/c
WASLI
A/c 40-14-09
11395602
Whiteladies branch, Bristol)イギリス以外の国からお振り込みいただく場合に
Whiteladies branch, Bristol). [Donations from outside
the UK will need these codes
は以下のコードが必要になります。IBAN:
GB80MIDL40140911395602
BIC: - IBAN:
GB80MIDL40140911395602
BIC: MIDLGB2115H] or by going to the WASLI website where
MIDLGB2115H
または、WASLIのホームページからクレジットカード及びペイパル
での寄付も可能です。
you can make a donation by credit card or PayPal.

WASLI資金援助プログラム2011年
As one of the
WASLI大会2007年
coordinators
of WASLI
のコーディネー
2007
I remember what
ターの一人とし
aて、準備は非常
huge effort it was to
に大変でしたが
prepare, but the
、それ以上によ
reward was more than
い経験ができま
worth
it. Seeing sign
した。世界中か
language
interpreters
らの手話通訳者
が共に専門性を
from
all over the world
進展させる様子
working together to
を見たり、4年毎
develop the profession
にこのような経
we
love... and thinking
験が繰り返され
、さらに改善さ
that
every four years
れていくことを
this
experience can be
想像したり…全
repeated or, even
てがとても忘れ
better, improved...
がたい経験です
。made the whole
process quite
サウル・ビラメ
unforgettable.

リエル、

Saúl Villameriel, Spain

最新情報

WASLI Sponsorship Programme 2011 Update
At the time this report was written (early December 2010) we have 19 individuals
このレポートが書かれている時点（2010年12月初旬）では、
from
14 countries seeking sponsorship:
14か国から19人が支援を必要としています。

ガーナ（２）、ブルキナファソ（１）、パレスチナ（１）、
Ghana
(2), Burkina Faso (1), Palestine (1), Pakistan (1), Tanzania (3), Ukraine
パキスタン（１）、タンザニア（１）、ウクライナ（２）、
(2),エチオピア（１）、カメルーン（１）、フィリピン（１）、
Ethiopia (1), Cameroon (1), Philippines (1), India (1), Kosovo (2), Gambia (1),
Uganda
(1), Thailand (1)
インド（１）、コソボ（２）、ガンビア（１）、ウガンダ（
１）、タイ（１）

Currently
we have a sponsor,
and of
HardHearing
of HearingServices
Services Inc.
現段階で、Saint
JohnSaint
DeafJohn
andDeaf
Hard
who
have
asked
this
donation
to
go
and
support
a
deaf
interpreter
from
Ukraine.
Inc.より寄付の申し出を受けており、ウクライナのろう通訳
者1名を支援していただきます。支援総額は1,226ポンドです
The
total amount of their support is £1226.00.

。

Delegates
attending the Conference of Interpreter Trainers (CIT) conference held
2010年10月27日～30日にテキサスのサンアントニオで開催さ
れた通訳養成者会議（CIT）への参加者からも、寛大なる寄付
in San Antonio, Texas from Oct 27 - 30, 2010 have also generously donated
を基金からいただいております。
funds
towards the sponsorship program.

これらの多大な寄付をいただいておりますが、発展途上国か

ら支援を望んでいる通訳者の数はさらにそれ以上に多いため
These
donations are generous, but we need more as the number of interpreters
、より多くのみなさまからの支援が必要です。
from developing countries seeking the sponsorship is far bigger than the
よろしくお願いいたします。
sponsors.
セルマン・ホティ
Thank
you!

WASLI 2011年支援プログラム

Selman Hoti
WASLI 2011 Sponsorship Programme

I attended the WASLI
WASLIスペイン大
会へ参加し、素晴
conference in Spain
らしい経験に非常
and was really
に驚嘆しました。
astounded by what a
今までに多くの会
fantastic
experience it
議に出席しました
が、このような友
was. I don't think I
好的な会議に出席
have ever attended a
したことがありま
friendlier
conference-せん。アフリカ、
and
I've attended a lot!
アジア、ヨーロッ
パ、オーストリア
I met interpreters from
、ニュージーラン
Africa, Asia, Europe,
ドなどからの通訳
Australia, New
者と出会い、語り
Zealand... and
、知識を共有し、
学び、理解し合い
everyone
was excited
ました。本当に素
to talk, to share what
晴らしい経験でし
they knew, to learn,
た。

and to connect. Really,
itカレン・マルコム
was a profound and
、カナダ
wonderful experience.
Karen Malcolm, Canada

www.wasli.org

IMPORTANT
重要事項
The
views expressed in this newsletter do not necessarily reflect those of the
このニュースレターの記事内容がすべて世界手話通訳者協会の考えを
表しているとは限らない。WASLIニュースレターは、編者がWASLI理事
World Association of Sign Language Interpreters. The Editor, together with the
および外部からの寄稿者と共に作成しています。WASLIは発信した情報
WASLI
Executive Board and external contributors, produce the WASLI newsletの信頼性を確保するように努める。我々は公開されているすべての情
ter.
WASLI will work to ensure the authenticity of any information provided. We
報を編集する権限を有する。WASLIは発信された内容の正確性や意見に
ついての責任は一切負わない。出典さえ明らかにすれば、このニュース
reserve
the right to edit all submissions that are published. WASLI accepts no
レターで発信された情報を他の場所でも使用することができ
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secretary@wasli.orgまで。ＷＡ
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