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第67回全国ろうあ者大会実行委員会
実行委員長 小　泉　正　壽

　全国のみなさん、お元気ですか？
　８年前の「東日本大震災」で私たちは未曾有の体験をしま

した。仲間を失い、住む家を失った仲間も多くいました。避難所での慣れない生活に
不安を感じていたときに、駆けつけてくれたのが全国の仲間でした。沢山の支援物資
を届けていただきました。心から感謝いたします。現在は、災害公営住宅に入って暮
らしている人もいますが、震災で受けた心の傷のケアはまだまだ必要です。
　今年は第67回全国ろうあ者大会を開催することができ、大変喜ばしく思っています。
　全国ろうあ者大会を宮城で開催するのは67回の歴史の中で初めてのことです。全
国の皆さんからご声援をいただいたことへのお礼の気持ちをこめて、実行委員会一同
おもてなしの気持ちで準備をしています。高齢者のつどいや観光コースに被災地ツ
アーも準備しました。みやぎの復興の様子を是非見ていただきたいと思います。
　そして、自然豊かな日本三景松島や蔵王などと、仙台発祥の牛タン、冷やし中華な
ど宮城の食文化も楽しんでもらいたいと思います。
　大会のテーマは「きらめく手話　ずいと伸ばそう　なかまとともに　復興へのみや
ぎ」です。是非たくさんの仲間にお越しいただきますように。
　みやぎさ～こざいん（宮城に来てね！）

株式会社ＪＴＢ仙台支店
支店長 大久保　毅　彦

　この度は、第67回全国ろうあ者大会が2019年６月13日（木）～16日（日）の４日間
にわたり、仙台にて開催されますことを心よりお祝い申し上げます。
　大会に参加されます皆様のご参加・ご宿泊等のお申込み受付を株式会社ＪＴＢ仙台
支店にてお取扱いさせていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。大会
期間中のご滞在が快適なものになりますよう、万全を期して皆様のご来仙をお待ち申
し上げます。本大会の開催にあたり、ご尽力いただきました関係者の皆様に感謝いた
しますとともに、大会のご成功を心より祈念申し上げます。

あいさつあいさつあいさつ
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第67回全国ろうあ者大会 開催要綱第67回全国ろうあ者大会 開催要綱第67回全国ろうあ者大会 開催要綱

目　　　的：

　　

主　　　催：

主　　　管：

期　　　間：

開　催　地：

会　　　場：

後援（予定）：
（報道機関）

　

協賛（予定）：
　
　

協力（予定）：

全国の聴覚障害者と聴覚障害者の福祉にかかわる人々が一堂に会し、手を携えつつ、
聴覚障害者の社会的自立と社会的地位の向上及び社会福祉の増進を目指して研鑽と
交流を深め、以って「完全参加と平等」の理念によるノーマライゼーションの社会、
聴覚障害者を含む障害者全体の生活と福祉が保障される豊かな社会の建設に寄与す
ることを目的とする。

一般財団法人全日本ろうあ連盟

一般社団法人宮城県聴覚障害者協会

2019年 6 月13日（木）～ 6月16日（日）

宮城県仙台市

仙台国際センター、仙台市シルバーセンター、仙台勝山館

内閣府／厚生労働省／文部科学省／社会福祉法人全国社会福祉協議会／独立行政法
人高齢・障害・求職者雇用支援機構／日本障害フォーラム／一般社団法人全国手話
通訳問題研究会／一般社団法人日本手話通訳士協会／手話を広める知事の会／全国
手話言語市区長会／社会福祉法人朝日新聞厚生文化事業団／東北ろうあ連盟／全国
手話通訳問題研究会東北ブロック／東北手話サークル連絡協議会／宮城県／仙台市
／宮城県教育委員会／仙台市教育委員会／宮城県市長会／宮城県町村会／宮城県議
会／社会福祉法人宮城県社会福祉協議会／社会福祉法人仙台市社会福祉協議会／社
会福祉法人宮城県共同募金会／宮城県商工会連合会／仙台商工会議所／社会福祉法
人宮城県身体障害者福祉協会／社会福祉法人仙台市障害者福祉協会／宮城県立聴覚
支援学校／宮城県県立聴覚支援学校PTA／宮ろう同窓会／公益財団法人宮城県視覚
障害者福祉協会／一般財団法人宮城県肢体不自由児協会／一般社団法人宮城県知的
障害児協会／特定非営利活動法人みやぎ・せんだい中途失聴難聴者協会／みやぎ盲
ろう児・者友の会／公益財団法人仙台観光国際協会
朝日新聞仙台総局／毎日新聞仙台支局／読売新聞東北総局／産経新聞社東北総局／
（株）時事通信社仙台支社／共同通信社仙台支社／日本経済新聞社仙台支局／
　　　　　　　 ／　　 　　　　　　　 ／　　　　　　　 ／　　　　　　　　 ／
　　　　　　／　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　（順不同）

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社／全日本写真連盟／宮城県写真商業
組合／特定非営利活動法人みやぎセルプ協働受注センター／アーツ・フォー・ホー
プ／株式会社ＪＴＢ仙台支店

宮城県手話通訳問題研究会／特定非営利活動法人パソコン要約筆記文字の都仙台



メインテーマ

シンボルマーク

キャラクター

きききらめく手話 ずずいと伸ばそう ななかまとともに　復興へのみやぎ

メインシンボル：仙台七タ
　独眼竜で知られる伊達政宗公の時代から、旧仙台藩内
で続く伝統行事として「仙台七タまつり」が行われてき
ました。
　現在は毎年８月６日・７日・８日の３日間開催され、
東日本大震災の年も、震災の辛さ・苦しみ・悲しみを乗
り越えて例年通り開催されました。
　七タ飾りのくす玉は「笹」と政宗公の兜の「三日月」。
背景には政宗公が着用した「水玉模様陣羽織」の柄を配
置して、仙台らしさを表しています。
　また、七タ飾りの吹き流しがひらひらとゆれる様は、
「ろう者の拍手」を思わせます。
　みんなのみなぎるパワーと『絆』を復興への願いに込め、
明るく華やかなイメージでデザインしました。

キャラクター名：ずん太郎
　一般社団法人宮城県聴覚障害者協会青年部の宣伝大使
キャラクターとして2013年誕生。すずめだけど、生ま
れつきろうの為、手話通訳必須。
　ハンデのあるなしにかかわらず、集団行動で助け合お
う仲間想いはNo.1 ！
　チャームポイントは愛嬌たっぷりの人懐っこさ !
　趣味は仙台すずめ踊りで踊る事。そ一れ、それそれ !
　先輩を尊敬し、自分の知識を惜しみなく後輩に伝えて
次世代にハイタッチ～ !
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メインテーマ・シンボルマーク・キャラクターメインテーマ・シンボルマーク・キャラクターメインテーマ・シンボルマーク・キャラクター

だ ろう



日　程

６月13日
（木）

６月14日
（金）

６月15日
（土）

６月16日
（日）

時　　間
９：00 ～ 12：00
10：00 ～ 12：00
13：30 ～ 16：30
９：00 ～ 12：00

９：00 ～ 12：00

13：30 ～ 17：00

18：30 ～ 20：30

9：00 ～ 17：00

9：30 ～ 15：30

9：30 ～ 16：00

観光コース

10：00 ～ 12：00
13：00 ～ 15：30

９：00 ～ 17：00

全日本ろうあ連盟三役会議
全日本ろうあ連盟議長団会議
全日本ろうあ連盟理事会
全日本ろうあ連盟評議員会全体会

聴覚障害者の生活に関するバリアフリー展
書籍販売・宮城県物産販売

全日本ろうあ連盟評議員会全体会

仙台市シルバーセンター

仙台国際センター

仙台国際センター

仙台国際センター

仙台国際センター

仙台国際センター

仙台国際センター

１泊２日

仙台勝山館

① 聴覚障害者写真コンテスト入賞作品展
② 宮城県立聴覚支援学校の児童・生徒作品展
③ 東日本大震災特別展示

① 聴覚障害者写真コンテスト入賞作品展
② 宮城県立聴覚支援学校の児童・生徒作品展
③ 東日本大震災特別展示

① 聴覚障害者写真コンテスト入賞作品展
② 宮城県立聴覚支援学校の児童・生徒作品展
③ 東日本大震災特別展示
① 津波被災地／石巻コース
② 津波被災地／南三陸・気仙沼コース 
③ 宮城蔵王コース

① 震災遺構仙台市立荒浜小学校コース
② 松島・震災語り部クルーズコース 
③ 仙台・伊達政宗コース

青年のつどい

高齢者のつどい

第１分科会
第２分科会
第３分科会

分
科
会

13：00 ～ 17：00

行　事　名 会　　場

① 防災
② スポーツ
③ 手話言語
④ 人権

研
究
分
科
会

第67回全国ろうあ者大会式典
アトラクション・フィナーレ
ちびっこランド
託児
聴覚障害者の生活に関するバリアフリー展
書籍販売・宮城県物産販売

全
国
ろ
う
あ
者
大
会
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第67回全国ろうあ者大会 会場・日程表第67回全国ろうあ者大会 会場・日程表第67回全国ろうあ者大会 会場・日程表

特別企画公演　ろう教育偉人伝　宮城県出身
「高橋潔（手話法）と大曾根源助（指文字）物語」

ちびっこランド
託児
前夜祭（交歓パーティー）



■ 仙台国際センター：仙台市青葉区青葉山無番地

■ 仙台勝山館（前夜祭会場）：仙台市青葉区上杉 2-1-50
● 地下鉄南北線（泉中央方面）「北四番丁」駅（北１出口）より徒歩 6分
● ＪＲ仙台駅より車で 8分

■ 仙台市シルバーセンター（特別企画会場）：仙台市青葉区花京院 1丁目 3-2
● ＪＲ仙台駅西口・地下鉄仙台駅（北３出口）より徒歩 8分

仙台空港アクセス鉄道

快速17分　普通25分
片道650円仙台空港 仙

台
国
際
セ
ン
タ
ー

仙
台
駅

国際センター駅

仙台宮城 IC
自動車 約10分

仙台西道路経由（「仙台城」方面の標識に従ってご走行ください）

※無料の駐車場はありません。近隣の有料駐車場をご利用ください。

タクシー 約50分

タクシー 約 7 分

徒歩 約30分

仙台市営地下鉄東西線５分

（八木山動物公園方面）

徒歩１分

仙台駅仙台駅仙台駅
地下鉄東

西線

地
下
鉄
南
北
線

大町西公園駅

青葉通一番
町駅

国際
センター駅

仙台国際センター

仙台市シルバーセンター
勾当台
公園駅

北四番丁駅

七十七銀行

AER

ホテル
モンテエル
マーナ仙台 ホテル

JALシティ仙台

パルコ広瀬通駅

5

会場案内マップ・交通のご案内（主要アクセス）会場案内マップ・交通のご案内（主要アクセス）会場案内マップ・交通のご案内（主要アクセス）

仙台勝山館

H H

北



地下鉄東西線

地下鉄東西
線

地
下
鉄
南
北
線

4

45

六丁目の目駅

愛宕駅

国際
センター駅

大町西
公園駅

青葉通
一番町駅

勾当台公園駅

宮城野通駅

仙石線

卸町駅

三
陸
自
動
車
道

中野栄駅

仙石
線

4

仙台港北

長町駅

地下鉄
南北線

東
北
本
線

東
北
本
線

東
北
本
線

国際センター
仙台駅仙台駅仙台駅

東北本線

北四番丁駅

広瀬通駅

あおば通駅

五橋駅

長町駅

10

12

11

1
2

9

3

3

6

7

8

4

13

14

6

宿泊施設マップ宿泊施設マップ宿泊施設マップ

仙台勝山館



宿泊条件／１泊朝食付、サービス料・税金込、大人お一人様あたりの金額です。
※原則先着順となりますので、取りまとめをする加盟団体はお早めにお申し込みください。
※特定のクラスに希望が集中する場合がございます。そのため、ご希望以外のホテルクラス、客室タイプ
　へご案内させていただく場合がございますので予めご了承ください。
※添乗員は同行致しません。お申込み後にお送りする宿泊確認書を宿泊施設フロントにてお渡しください。
※地図番号②、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭は無料朝食サービス付となります。
※朝食が不要の場合でもオリジナルプランのため、ご返金はできません。
　個人勘定およびこれに伴うサービス料と諸税は各自ご精算願います。
※最少催行人員：1名様

《宿泊先一覧》　■旅行代金：1泊朝食付・サービス料／税金込の大人お一人様あたりの金額

〈日程表〉１泊朝食付

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

●
●

●
●

●

①
②

アパホテルTKP仙台駅北

コンフォートホテル仙台駅東口

ホテルモンテエルマーナ仙台

ANAホリデイ・イン仙台

ホテルグランテラス仙台国分町

ホテルプレミアムグリーンヒルズ

江陽グランドホテル

ホテルプレミアムグリーンプラザ

ホテルパールシティ仙台

アパヴィラホテル仙台駅五橋

ホテルルートイン仙台東

ホテルルートイン仙台長町

ホテルルートイン仙台多賀城

東横INN仙台駅西口中央

ロイヤルメイフラワー仙台

ホテルユニサイト仙台

シングル 1名利用

シングル 1名利用

シングル 1名利用

シングル 1名利用

シングル 1名利用

ツイン２名利用

ツイン２名利用

ツイン２名利用

12,500 円

10,000 円

10,000 円

8,500 円

10,000 円

8,000 円

地下鉄仙台駅より徒歩5分

地下鉄仙台駅より徒歩5分

地下鉄仙台駅より徒歩3分

地下鉄仙台駅より徒歩5分

地下鉄南北線広瀬通駅より徒歩3分

地下鉄南北線広瀬通駅より徒歩2分

地下鉄南北線広瀬通駅より徒歩0分

地下鉄仙台駅より徒歩1分

地下鉄東西線青葉通一番町駅より徒歩5分

地下鉄仙台駅より徒歩8分

地下鉄東西線六丁の目駅より徒歩8分

JR長町駅・地下鉄南北線長町駅より車8分

JR中野栄駅より徒歩15分

地下鉄仙台駅より徒歩6分

地下鉄仙台駅より徒歩10分

JR仙台駅より徒歩3分

Ａ Aｰ1

Bｰ1

Cｰ1

Dｰ1

Dｰ2

Eｰ1

Eｰ2

Cｰ2

Ｂ

Ｃ

Ｄ

③

地
図
番
号

評
議
員
優
先
ホ
テ
ル

宿
泊
代
金
カ
テ
ゴ
リ
ー

ホテル名 アクセス 客室タイプ 6/12（水）
6/13（木）
6/14（金）
6/16（日）

6/15（土）

申込
記号

旅行代金
（大人お１人様）

宿泊プラン設定日：2019年 6月 12日（水）、13日（木）、14日（金）、15日（土）、16日（日）
　　　　　　　　　（いずれも１泊２日より）

Ｅ
7,500 円

6,000 円

12,500 円

12,000 円

10,000 円

9,500 円

10,000 円

9,000 円

7,500 円

6,000 円
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宿泊プランのご案内宿泊プランのご案内（JT（JTBとBとの募集型企画旅行契約となります）の募集型企画旅行契約となります）宿泊プランのご案内（JTBとの募集型企画旅行契約となります）宿泊プランのご案内（JTBとの募集型企画旅行契約となります）

行　　　　　　　程日次
１日目
２日目

食事条件
朝：×　昼：×　夕：×
朝：○　昼：×　夕：×

〈日程表〉朝食なし（ホテルの無料朝食サービスがあります。）

ご自宅または前泊地または各地→（各自移動、お客様負担）→各宿泊施設
各宿泊施設→（各自移動、お客様負担）→ご自宅または次泊地、または各地

行　　　　　　　程日次
１日目
２日目

食事条件
朝：×　昼：×　夕：×
朝：×　昼：×　夕：×

ご自宅または前泊地または各地→（各自移動、お客様負担）→各宿泊施設
各宿泊施設→（各自移動、お客様負担）→ご自宅または次泊地、または各地



○ 日　時：2019年６月15日（土）18：30 ～ 20：30
○ 場　所：仙台市シルバーセンター　交流ホール
○ 参加費：2,000 円

○ 出演者（プロフィール）

那須　英彰

公　演
ろう教育偉人伝  宮城県出身

「高橋潔（手話法）と大曾根源助（指文字）物語」

　ろう教育に身を捧げた高橋潔と大曾根源助は共に
宮城県東北学院（現在東北学院大学）を卒業し、大
阪市立聾唖学校（現在大阪府立中央聴覚支援学校）
で教鞭をとりました。
　高橋潔が大阪市立聾学校長を務めた頃は口話法全
盛の時代です。その中で手話法を守り、後の日本の
ろう者社会およびろう教育に大きな影響を与えました。
　大曾根源助は現在日本で広く使われている指文字
（大曾根式指文字）を考案しました。教員時代に渡米
した際にヘレン・ケラーを訪問したときに出会った
アメリカ式指文字を参考にして大阪市立聾学校式マ
ニュアル（指文字）を完成させました。

1967年３月、山形市生まれ。２歳の時に両全聾となる。
20歳までずっと聾学校に通う。
幼い頃から映画と演劇に興味を持ち、大学時代に青森のろう劇団、後に日本ろう者
劇団で計15年間、舞台出演。1995年NHK手話ニュースキャスターに抜擢され、現
在NHK E テレ「手話ニュース８４５」の毎週金曜日夜８時45分～９時に出演中。
著書「手話が愛の扉をひらいた」（宙出版）、写真エッセイの本「出会いの扉にあり
がとう」（新風舎）がある。現在、全国各地講演、一人芝居活動中。

砂田　アトム
1977年、愛媛県松山市生まれ。
愛媛県立松山聾学校小学部時代から父の影響で演劇や舞台に興味を持つ。
日本ろう者劇団などで数回、全国各地での舞台にたつ。1999年、「アイラブユー」
の映画に出演し、脚光を浴びるようになる。NHK教育テレビの「みんなの手話」の
スキットに出演、また、DVDなどの手話表現モデルとして携わるようになる。
現在は日本ろう者劇団の手話狂言の稽古や公演に参加し、また、手話関係のイラスト、
絵画活動、手話指導など、日々、奔走中である。

大阪市立聾唖学校に来校・恩師シュネーダー院長
後列左から２番目  高橋潔先生

前列左から３番目  大曾根源助先生
　『高橋潔と大阪聾唖学校』（サンライズ出版2010）より転載
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特  別  企  画特  別  企  画特  別  企  画



○ 参加対象者：一般財団法人全日本ろうあ連盟会員
　　　　　　　 手話通訳者、教師及び職員、聴覚障害児の保護者
　　　　　　　 行政関係者、施設職員、医療関係者等
　　　　　　　 聴覚障害者に関わる者
○ 日　　　時：2019年６月15日（土）13：30 ～ 17：00
○ 場　　　所：仙台国際センター
○ 参　加　費：2,000 円（資料代含む）

① 防　　災
『ろう者と防災について考える
　～災害から命を守り「犠牲者ゼロ」を目指すために～』

② スポーツ
『デフリンピックの夢を語ろう！』

③ 手話言語
『私たちが目指す「手話言語」とは？』

④ 人　　権
『障害者権利条約とろう者の人権』
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聴覚障害者問題に関わる研究分科会聴覚障害者問題に関わる研究分科会聴覚障害者問題に関わる研究分科会



ろう者と防災について考える
～災害から命を守り「犠牲者ゼロ」を目指すために～

　近年、西日本豪雨や度々襲来する台風等、全国で毎年のように災害による被害が発生していま
す。私たちろう者にとって、防災対策や発災時の避難、その後の生活において視覚情報、とりわ
け音声情報の視覚化が必要になります。私たちろう者一人ひとりがろう団体、手話関係団体とと
もに防災対策に取り組むだけでなく、住民の一員として地域ぐるみの防災活動に参画することも
不可欠です。
　東日本大震災を経験したここ宮城県で復興の状況や現地の人々の生活の変化などから、その教
訓を学びます。そして頻発する災害から命を守るために、国や私たちの取り組みを振り返り、「犠
牲者ゼロ」を目指す防災のあり方について、ともに考えていきましょう。

◆ 総合司会

「東日本大震災から８年　－宮城県の現状から－」

一般財団法人全日本ろうあ連盟　理事　　　　　　　　　　　　　
聴覚障害者災害救援中央本部　事業運営委員　　太　田　陽　介　

一般財団法人全日本ろうあ連盟　理事長　　　　　　　　　　
聴覚障害者災害救援中央本部　運営委員長　　石野　富志三郎　

◆ 報告①

一般社団法人宮城県聴覚障害者協会　会長　　小　泉　正　壽　

「防災情報の伝達等について」（仮題）

◆ 報告②

消防庁　（調整中）　

テーマ：「ろう者と防災　－犠牲者ゼロを目指して－」

◆ パネルディスカッション

聴覚障害者災害救援中央本部　副運営委員長　　渡　辺　正　夫　
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① 防　　災① 防　　災① 防　　災

コーディネーター：一般社団法人全国手話通訳問題研究会　会長　

消防庁　（調整中）　

一般社団法人宮城県聴覚障害者協会　会長　　小　泉　正　壽　

パネリスト



デフリンピックの夢を語ろう！

　今年は第19回冬季デフリンピック大会がイタリアで開催されます。そして、来年2020年には
東京オリンピック・パラリンピック開催されることもあり、国内でスポーツに対する機運がかな
り盛り上がっています。そんな中、全日本ろうあ連盟では昨年の大阪大会で「デフリンピック日
本招致に関わる特別決議」の承認をいただき、2025年に日本でデフリンピックを開催するべく
招致に向けて取り組んでいます。
　その中で、デフリンピックの認知度が低いことが課題となっています。そこで、この分科会で
は、デフスポーツについて学び、デフリンピックとは何か、そしてデフスポーツの素晴らしさを
今一度皆で確認します。そしてデフリンピックに出場した選手達に、デフリンピックについての
夢や想いを語っていただきます。
　宮城で夢を語り合い、今年の冬季イタリア大会、そして2025年のデフリンピック日本招致に
向けて皆さんで一丸となって取り組んでいきましょう！

◆ 総合司会

テーマ：「デフリンピックと私の卓球人生」

一般財団法人全日本ろうあ連盟　理事　　　　　　　　　　　　
スポーツ委員会　事務局長　　倉　野　直　紀　

◆ 特別講演

講　師：一般財団法人全本ろうあ連盟　　　　　　　　　　　　　　　　
スポーツ委員会　委員　　 竹　島　春　美　

「デフリンピック選手が夢を語る」

◆ トークショー

コーディネーター：一般財団法人全日本ろうあ連盟　　　　　　　　　　
スポーツ委員会　委員　　中　西　　　潤　

陸　上　　佐々木　琢　磨　

サッカー　　植　松　隼　人　

バスケットボール　　古　　　　　香　

　　　水　泳　　今　村　佳　奈　
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② スポーツ② スポーツ② スポーツ



私たちが目指す「手話言語」とは？

　現在225自治体で手話言語条例が制定され、全国手話言語市区長会には544市が加入していま
す。「手話言語法」制定運動が盛り上がるなか、巷では「手話言語」について、さまざまな考え
方があり、議論されています。私たちが目指す「手話言語」とは何か、道筋をつける必要があり
ます。
　第１部では、手話言語学の観点から「手話言語」について学びます。
　第２部は、毎年好評の「新しい手話検定（全国大会限定）＆創作手話コンテスト」を行います。
創作手話コンテストは、会場の皆様と一緒に手話をつくりあげていく楽しい企画です。
※「新しい手話検定」の出題範囲は日本聴力障害新聞４月号で、「創作手話コンテスト」の課題は
　日本聴力障害新聞５月号でそれぞれ発表する予定です。

◆ 総合司会

特別講演：「手話言語とは」

一般財団法人全日本ろうあ連盟　理事　　中　橋　道　紀　

◆ 第一部

講　　師：国際基督教大学　教授　　マーハ・ジョン　
　　聞 き 手：一般財団法人全日本ろうあ連盟　副理事長　　長谷川　芳　弘　

新しい手話検定（全国大会限定）＆創作手話コンテスト〈あおば〉杯

◆ 第二部

司　　会：社会福祉法人全国手話研修センター　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　日本手話研究所　研究員（東北班）　　浅　利　義　弘　

　審査員長：社会福祉法人全国手話研修センター　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　日本手話研究所　所　長　　髙　田　英　一　

　審 査 員：社会福祉法人全国手話研修センター　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　日本手話研究所　研究員（東北班）　　小　野　善　邦　

　審 査 員：社会福祉法人全国手話研修センター　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　日本手話研究所　研究員（東北班）　　齋　藤　千　英　
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③ 手話言語③ 手話言語③ 手話言語



障害者権利条約とろう者の人権

　2014年１月20日に日本が「障害者の権利に関する条約」（障害者権利条約）を批准してから
５年が経過しました。政府は、2016年６月に最初の締約国報告（政府報告）を国連障害者権利
委員会へ提出しました。私たちも、障害者権利条約批准後の法整備整、施策の状況について、他
の障害者団体と協力して意見をパラレルレポートにまとめる作業に取り組んでいます。
　この中で、障害者、ろう者の人権について議論が進み、障害者の視点からの政策の問題点と改
善策を明らかにしていくとともに、障害者権利条約の理念を確実にわたしたちの暮らしに生かし、
ろう者や障害者の人権を守っていくための方策を探ります。

◆ 総合司会

テーマ：「障害者権利条約とパラレルレポートの取り組み」

一般財団法人全日本ろうあ連盟　理事　　服　部　芳　明　

◆ 基調講演

講　師：日本障害フォーラム（JDF）　  　　　　　　　　　　　　　　　
障害者権利条約パラレルレポート特別委員会　　佐　藤　　　聡　

テーマ：「障害者権利条約を暮らしに生かすために」

◆ パネルディスカッション

コーディネーター
一般財団法人全日本ろうあ連盟　副理事長　　小　中　栄　一　

パネリスト
ＪＤＦ障害者権利条約パラレルレポート特別委員会　　　　　　　　　　
　（障害者インターナショナル日本会議事務局長）　　佐　藤　　　聡　

　　　　　弁護士・全国障害者とともに歩む兄弟姉妹の会本部　　藤　木　和　子　

ＪＤＦ障害者権利条約パラレルレポート特別委員会　　　　　　　　　　
（一般財団法人全日本ろうあ連盟理事） 　　中　西　久美子　

ＪＤＦ障害者権利条約パラレルレポート特別委員会　　　　　　　　　　
　（一般財団法人全日本ろうあ連盟理事）　　嶋　本　恭　規　
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④ 人　　権④ 人　　権④ 人　　権



②：集合場所　　　　◎震災遺構：荒浜小学校　　　　◎せんだい3.11メモリアル交流館

○ 旅 行 日 程：2019年６月15日（土）　日帰り
○ 集 合 場 所：仙台国際センター展示棟内（展示室）12：30～バスに乗車
　　　　　　　　 ※詳細は５月中旬頃に発送予定のクーポンと集合場所の案内地図を同封いたします。
　　　　　　　　 ※ご昼食（弁当注文者は展示室で食事可！！）を済ませてご集合ください。
○ ご旅行代金：3,000円（おとなおひとり様）
○ 募 集 人 員：Aコース　定員80名様（最少催行人員40名）
　　　　　　　 Bコース　定員240名様（最少催行人員40名）
　　　　　　　 Cコース　定員120名様（最少催行人員40名）
○ そ　の　他：各コースに添乗員が２～３名、手話通訳者がバス１台あたり２名同行
　　　　　　　 いたします。
○ 利用予定バス会社：東日本急行、山交バス、東和観光バス、仙台バス

①：集合場所　　　　◎せんだい3.11メモリアル交流館　　　　◎震災遺構：荒浜小学校
13：00

15：45
貸切バス

貸切バス

貸切バス 船 船 徒歩

貸切バス 徒歩 船 船

貸切バス

16：30 17：00

13：30 14：15 14：30 15：30

　　　　　◎かまぼこの国笹かま館七夕ミュージアム　　　　　JR仙台駅東口

Ａコース「震災遺構仙台市立荒浜小学校コース」

13：00

15：45 16：30 17：00

13：30 14：15 14：30 15：30

　　　　　◎かまぼこの国笹かま館七夕ミュージアム　　　　　JR仙台駅東口

13：00

16：30 17：20

13：45 14：00 15：00

　　　　　◎五大堂　　　　　JR仙台駅東口

Ｂコース「松島・震災語り部クルーズコース」

①：集合場所　　　松島桟橋～～震災語り部クルーズ～～松島桟橋　　　◎瑞巌寺

13：00

16：50

13：10 14：10 14：20 15：10 15：30 16：15

　　　　　JR仙台駅東口

Ｃコース「仙台・伊達政宗コース」

集合場所　　　　◎仙台城跡　　　　◎瑞鳳殿　　　　◎地底の森ミュージアム

13：00

16：30 17：30

13：45 15：15 15：30

～～松島桟橋　　　　　JR仙台駅東口

②：集合場所　　　◎五大堂　　　◎瑞巌寺　　　松島桟橋～～震災語り部クルーズ～～
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Ａコース「震災遺構仙台市立荒浜小学校コース」
【かまぼこの国笹かま
館七夕ミュージアム】
白身の魚の身を丹念
に叩き、塩・卵・酒で
味付し、笹の形に焼
き上げたかまぼこ。
軽く焼き直すか、さっ
と熱湯に浸して温め、
手でさいてわさび醤
油か生姜醤油で食べ
るのが一番美味。

【荒浜小学校】2011年３
月11日に発生した東日
本大震災において、児童
や教職員、住民ら320人
が避難し、２階まで津波
が押し寄せた荒浜小学校。
津波による犠牲を再び出
さないため、その校舎を
震災遺構として公開し、
津波の脅威や教訓を後世
に伝えていく。

【瑞鳳殿】仙台藩祖
伊達政宗の霊屋、
桃山様式の廟建築
として国宝に指定
されていたが、戦
災により焼失、現
在の瑞鳳殿は戦後
再建されたもので
ある。

【仙台城址】伊達政宗が慶長８年（1603）に築城。伊達氏累代
の居城となる。天守閣は築かれなかった。城地は維新後破壊さ
れたが、肥前名護屋城から移した大手門のほか隅櫓が残された。
それも昭和20年の空襲で焼失。今は公園となり、本丸跡に護国
神社、土井晩翠の荒城の月碑、島崎藤村詩碑、昭忠碑、伊達政
宗の騎馬像が立つ。

Ｂコース　「松島・震災語り部クルーズコース」

【五大堂】坂上田村麻呂創建と伝えら
れる松島最古の文化遺構。方三間、
屋根宝形造、本瓦葺である。国の重
要文化財。

【瑞巌寺】伊達政宗の創建。本堂は書
院造で、単層入母屋造本瓦葺の巨大
な屋根は壮観である。国宝、重文が
多い。本堂、庫裏および廊下は国宝。

【松島遊覧船】松島湾に面した塩竈、
松島、奥松島では、観光船での遊覧
は欠かせない。松島湾に浮かぶ島々
の絶景を海上から楽しむ。

Ｃコース「仙台・伊達政宗コース」

【地底の森ミュージアム】２万年前の旧
石器時代の遺跡を現地でそのまま保存し
たミュージアム。
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高齢者のつどい高齢者のつどい高齢者のつどい



○ 日　時：2019年６月15日（土）13：30 ～ 17：00
○ 場　所：仙台国際センター　展示棟　会議室１・２
○ 参加費：2,000円

○ 内　容

「東北で起こった運転免許裁判の裏側」

講　　師：一般財団法人全日本ろうあ連盟　参与　　松　本　晶　行

「ろうあ運動からみえてきたこと、得たこと」

パネラー　　　　一般財団法人全日本ろうあ連盟　参与　　松　本　晶　行

東北ろうあ連盟青年部　初代部長　　山　内　公　平

一般社団法人秋田県聴力障害者協会　事務局長　　加　藤　　　薫

CODA（親がろう者の聞こえる子ども）　　半　澤　啓　子

13：30 ～　講演

15：00 ～　パネルディスカッション
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青年のつどい青年のつどい青年のつどい

　全日本ろうあ連盟の「４本柱」の運動とは何でしょうか？
　そのひとつである、「自動車運転免許獲得」は当時ろう者の就労だけでなく、社会参加
や活動の幅を広げる大きな運動となりました。何不自由なく生活できることが当たり前
の時代に生きている私たちですが、さまざまな差別とたたかいながら運動をしてこられ
た先輩は、どんな思いをもって社会を変えていったのでしょうか。
　当時東北でのろうあ運動の取り組み、仙台で起こった運転免許裁判について詳しく話
をきき、いま一度ろうあ運動を振り返りましょう。



● 第34回全国聴覚障害者写真コンテスト入賞作品展
　全国の聴覚障害者アマチュア写真家の応募作品から、専門家が厳選した入賞作品の展示を行
います。
　自由部門と課題部門があり、今年の課題は「命（いのち）」です。
　応募方法は地域協会にお問い合わせください。
　※締切日　2019年４月26日（金）必着

場　　所 日　　程

６月14日（金）～15日（土）

６月16日（日）

９：00 ～ 17：00

９：30 ～ 16：00

時　　間

仙台国際センター
桜ホール

● 宮城県立聴覚支援学校の児童・生徒作品展
　宮城県立聴覚支援学校の児童・生徒の作品を展示します。
　作品をご覧いただき、後輩たちの努力を感じていただければ幸いです。

場　　所 日　　程

６月14日（金）～15日（土）

６月16日（日）

９：00 ～ 17：00

９：30 ～ 16：00

時　　間

仙台国際センター
桜ホール

● 東日本大震災特別展示
　東日本大震災の発生から８年が経過しました。震災の時に宮城県内の障害者が置かれていた
現状について、特定非営利活動法人みやぎセルプ協働受注センターの協力を得て展示をします。
ぜひ、ご覧ください。

場　　所 日　　程

６月14日（金）～15日（土）

６月16日（日）

９：00 ～ 17：00

９：30 ～ 16：00
仙台国際センター

桜ホール
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展示のご案内展示のご案内展示のご案内

時　　間
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展示のご案内展示のご案内展示のご案内

● 聴覚障害者の生活に関するバリアフリー展
　聴覚障害者の生活に関わる情報機器等の展示を行います。

場　　所 日　　程

６月15日（土）

６月16日（日）

９：00 ～ 17：00

９：30 ～ 16：00

時　　間

仙台国際センター
桜ホール

● 書籍等販売・宮城県物産販売
　全国の加盟団体や関係団体が、販売を行います。
　宮城県の物産販売も行います。

場　　所 日　　程

６月15日（土）

６月16日（日）

９：00 ～ 17：00

９：30 ～ 16：00

時　　間

仙台国際センター
桜ホール



○ 日　時：2019年６月15日（土）18：30 ～ 20：30
○ 場　所：仙台勝山館
○ 参加費：8,000円

○ 内　容

※高齢者のつどい参加の方は解散後会場までの送迎バスを利用できます。

◆ 【空手道】演武「形・組手」
　　 白石　智章　NPO法人日本教育空手協会所属
　親に勧められ、小学校１年の冬から地元（石巻市桃生町）にあ
る空手道場に通う。
　小学６年生で初段取得、黒帯となる。
　高校３年の夏、インターハイ県予選で個人・団体組手優勝。
　大学でも空手を続け、25歳で世界ろう武道選手権大会 in フラ
ンスに出場し、個人形優勝、個人組手＋85 ㌔３位。
　現在は現役を引退し、指導員となり、子どもたちなどに空手道
をおしえている。

◆ 【よさこい踊り】演舞
　　 楽々踊蘭会

会場：仙台勝山館

　「みちのく YOSAKOI まつり」出演７回。
　元気いっぱい杜の都仙台を舞い踊ります。
　聴覚障害者も聞こえる人も老いも若きも
心を一つに鳴子を持って、会場の皆様と、
心を合わせて踊ります。 
　サァー皆さん手拍子をどうぞ～！
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前夜祭（交歓パーティー）前夜祭（交歓パーティー）前夜祭（交歓パーティー）



○ 日　時：2019年６月16日（日）10：00 ～ 15：30
○ 場　所：仙台国際センター
○ 参加費：5,000円

オープニングセレモニー
「夢を追え　君ならきっと」宮城県立聴覚支援学校中学部

第１部　大会式典

　頼もしい勇姿！
　部活に追われながら、ソーラン節の練習にも励み、共に
成長してきた日々。垂れ幕は中学生たちの自作。仲間と共
に心ひとつに・・・

東日本大震災語り部

伊達武将隊

渡邊 征二 （当時60代　名取在住）

第２部　アトラクション

　わが家から海までは800ｍしかない・・・兄が迎えに来なければ、命を落としていた。 
　大きな揺れのあと外を見たが、隣人が避難する様子がなく自宅に戻った。すると近くに
住む兄が駆けつけ「津波が来るから逃げろ！」と。兄の車に乗り込み、津波に追いかけら
れながら盛土された道路によじ登って一命をとりとめた。避難所ではライフラインが復旧
するまで情報不十分、手話通訳の不在が一番の困りごと。写真や絵画が得意で自分の気持
ちを表現し、震災の教訓として、全国で展示されている。現在は宮城県聴覚支援学校同窓
会会長や宮城県聴覚障害者協会老壮年部副部長。

　仙台ゆ
かりの武
将達が現
代に蘇り、
杜の都・
仙台の魅
力を広め
る活動を
してます。

全国の皆さまを軽やかで迫力のある演舞でお
もてなしします。

松田 千絵 （当時40代　気仙沼在住）
　地震直後、自宅に戻ろうとしたところ津波発生。同僚に止められて助かった。避難した
高台の集会所で過ごした２日間。娘と再会し自宅に帰ろうとしたがライフラインが断絶・・
　同僚がお寺を開放した避難所に案内してくれたが、そこに入ってから苦悩の日々が始ま
る。コミュニケーション上の誤解で苦しんだが、「私は聞こえないです！」と勇気を出し
て周囲に伝えたら、理解してくれて助け合う仲になった。
　当事者が主張するのが大切だと学んだ。人と人の絆が大切・・・今も感謝を忘れない私

仙台すずめ踊り
　400年前、
仙台城移築を
祝って石工た
ちが披露した
すずめ踊り。
躍進感あふれ、
テンポよい踊
りは、伊達家
を祝うすずめ

たちの姿を思わせます。毎年５月の「青葉祭り」
では沢山のすずめが仙台中で舞い踊ります。
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第67回全国ろうあ者大会（式典・アトラクション・引継ぎ式）第67回全国ろうあ者大会（式典・アトラクション・引継ぎ式）第67回全国ろうあ者大会（式典・アトラクション・引継ぎ式）



＊＊ちびっこランド（対象者／４歳以上～小学６年生まで）＊＊

＊＊託児（対象者／３歳までの乳幼児）＊＊

６月14日（金）

6月15日(土) 午後はアーツ・フォー・ホープ企画
「Happy Painting Project」

6月15日(土) 午後はアーツ・フォー・ホープ企画
「Happy Painting Project」

6月15日(土) 午後はアーツ・フォー・ホープ企画
「Happy Painting Project」

6月15日(土) 午後はアーツ・フォー・ホープ企画
「Happy Painting Project」

受付時間　9：00～
預り時間　9：00～17：00
※連盟評議員のみ対象です。

●時　間　14：00～16：00
●内　容　無限に広がる色の世界！『ハッピーペインティングプロジェクト』
●講　師　ホスピタルアートプロデューサー 高橋雅子(たかはしまさこ)

・申し込みのあった方には後日質問書をお送りしますので必ず返信願います。

・健康保険証（コピー可）の持参をお願いします。

・配慮が必要な事項について記入漏れのないようご注意ください。

受付場所：仙台国際センター  会議棟１F  小会議室３
費　　用：半日（軽食なし）1,000円／１日（軽食なし）1,500円／１日（軽食付き）2,000円

６月15日（土）
受付時間　9：00～
預り時間　9：00～17：00

６月16日（日）
受付時間　9：30～
預り時間　9：30～15：30

ちびっこランド・託児を希望される方は申込書にご記入ください。
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ちびっこランド・託児ちびっこランド・託児ちびっこランド・託児

＊プロフィール：米国で芸術を学び美術館キュレーターを経て1999年に独立。以降、展覧会の企画、アートで心を育む教育
　プログラム、病院や福祉施設でのアート活動等、病と闘う人々・障がいのある人々のをアートで応援している。2011年３
　月には東北緊急支援チーム「ARTS  for  HOPE」を設立し、これまでの活動は1,000日を超えた。2017年４月には、宮城
　県仙台市に障がいの有無・種類を超えて子ども～大人が集う《ワンダーアートスタジオ》を開設した。

ホープフォーアーツ

※午前：連盟評議員のみ対象です。
　午後：一般参加者も含む。
（一般参加者の受付は12：30～）
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観光コース（JT（JTBとBとの募集型企画旅行契約となります）の募集型企画旅行契約となります）観光コース（JTBとの募集型企画旅行契約となります）観光コース（JTBとの募集型企画旅行契約となります）

○ 旅 行 日 程：2019 年６月16日（日）～17日（月）　２日間
○ 集 合 場 所：せんだい青葉山交流広場バス駐車場（国際センターより徒歩２分）
　　　　　　 　※詳細は５月中旬頃に発送予定のクーポンと集合場所の案内地図を同封いたします。
○ 参 加 人 員：Aコース、Bコース、Cコース　定員40名様（最少催行人員20名）
○ ご旅行代金：Aコース  大人お１人様 37,000円（2名1室利用） 42,000円（1名1室利用）
　　　　　　　 Bコース  大人お１人様 37,000円（4名1室利用） 40,000円（3名1室利用） 43,000円（2名1室利用）
　　　　　　　 Cコース  大人お１人様 32,000円（2名1室利用） 37,000円（1名1室利用）
○ 宿 泊 施 設：Aコース  石巻グランドホテル（洋室1～2名1室利用）
　　　　　　　 Bコース  南三陸ホテル観洋（和室2～4名1室利用）
　　　　　　　 Cコース  アクティブリゾーツ宮城蔵王（洋室1～2名1室利用）
○ 食 事 条 件：夕食１回、朝食１回、昼食１回
○ そ　の　他：各コースに添乗員が１名、手話通訳者が２名同行いたします。
○ 利用予定バス会社：東日本急行

集合場所　　　　◎道の駅上品の郷 　　　 ◎震災遺構：大川小学校  　　　石巻グランド
ホテル（泊）

ホテル　　　　◎日和山公園　　　　◎サン・ファン館　　　　◎石ノ森萬画館

　　　　竹乃浦飛翔閣（ご昼食）　　　  ◎いしのまき元気いちば　　　　JR仙台駅東口

14：30

8：50 9：00 9：30 9：50 10：50 11：10 12：10

12：20 13：10 13：20 14：00 15：15

15：45 16：00 16：10 17：40 18：10

※語り部ガイドによる案内

※語り部ガイドによる案内

Ａコース「津波被災地／石巻コース」

6／16
（日）

6／17
（月）

6／17
（月）

集合場所　　　　アクティブリゾーツ宮城蔵王（泊）

ホテル　　　　◎キツネ村　　　　◎御釜　　　　蔵王山頂レストラン（ご昼食）

　　　　◎蔵王酪農センター　　　　JR仙台駅東口

16：30

9：00 9：20 10：20 12：0011：20 12：50 13：00

13：15 14：00 15：00

17：30

Ｃコース「宮城蔵王コース」

6／16
（日）

6／17
（月）

集合場所　　　　◎南三陸さんさん商店街　　　　南三陸ホテル観洋（泊）

ホテル　　　　南三陸町浸水エリア／語り部による学びのプログラム【◎旧防災庁舎・

・◎南三陸町役場・◎志津川病院】　　　  ◎シャークミュージアム　　　リアスキッチン

14：30

8：50 9：00

11：00 12：00

16：20 17：00 17：10

Ｂコース「津波被災地／南三陸・気仙沼コース」

6／16
（日）

（ご昼食）　　　　◎海の市　　　　JR仙台駅東口
13：45 16：15

貸切バス

貸切バス

貸切バス

貸切バス

貸切バス

貸切バス 徒歩

徒歩



Ａコース「津波被災地／石巻コース」

Ｂコース「津波被災地／南三陸・気仙沼コース」

2011年３月11日に発生した東日本大震災の被災状況で
す。

日本で唯一のサメの生態をテーマとした博物館。館内に
はホホジロザメ、ジンベエザメの巨大オブジェ、ホホジ
ロザメの胃袋から見つかった水牛の骨、スクリューなど
を展示。生きたサメにふれるタッチプールなど、楽しさ
いっぱいです。

Ｃコース「宮城蔵王コース」

本格的な山岳公園で渓谷、湿原、噴火口（お釜）、磐司
岩等数多くの特異な地形景観と高山植物、ブナ林など多
彩な景観が見られます。

国内唯一のキツネの動物園です。おなじみのキタキツネ
をはじめ、ギンギツネ、ホッキョクギツネ、プラチナギ
ツネ、十字ギツネといった珍しい種類の100頭をこえる
キツネが大自然に放し飼いにされており、真近で見るこ
とができます。

2011年３月11日に発生した東日本大震災の被災状況で
す。

宮城県慶長使節
船ミュージアム
（サン・ファン
館）に展示して
ある★サンファ
ンバウティスタ
号は支倉常長以
下180余名を乗
せて、この月浦
からローマへ向
けて出航しまし
た。
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観光コース観光コース観光コース



①大会参加はすべて事前予約制です。この「案内申込書」の最後に刷り込まれている「個人申込書」（一
　般・評議員・盲ろう用」に必要事項をご記入のうえ、第１希望の金額と大会参加費代金の全額を添えて
　ご自身の所属する加盟団体を通じ㈱JTBビジネスネットワークへお申し込みください。
　
②宿泊・高齢者のつどい・観光コースについては、別紙の旅行条件をご確認のうえ、お申し込みください。
　
③申込締め切りは４月５日（金）です。
 
④宿泊については、本書「宿泊プランのご案内」および「取消料」をご参照のうえ、お申し込みください。
　お申し込み後の予約の変更・取消は、所属する加盟団体を通じ、㈱JTBビジネスネットワークの営業日
　・営業時間内にご連絡ください。
 
⑤高齢者のつどい、観光コースについては、本書「高齢者のつどい」「観光コース」および「取消料」をご
　参照のうえ、お申し込みください。お申し込み後の予約の変更・取消は、所属する加盟団体を通じ、㈱
　JTBビジネスネットワークの営業日・営業時間内にご連絡ください。
 
⑥仙台国際センターの周辺にはコンビニや飲食店がありませんので、ぜひお弁当の申込をしてください。
 
⑦上記以外の大会各種イベント参加費は、お申し込み後は一切ご返金できません。
 
⑧取消料

⑨個人情報の取り扱い
　⑴当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との
　連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行サービスの手配及びそれらの
　サービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する
　保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な
　範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、
　土産品店に対し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め
　電磁的方法等で送付することにより提供いたします。
　⑵当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人
　情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要が
　あると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社及び販売
　店に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
　⑶その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照くだ
　さい。なお、当社の個人情報に関するお問い合せ窓口は次の部署となります。
　　　　　　　　　株式会社JTBお客様相談室　〒140-8602　東京都品川区東品川2-3-11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp

〈宿泊に関する取消料基準（お１人様）〉

取消日

取消料

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって8日前

無   料

7～2日前

20％

前日

40％

当日（右記を除く） 旅行開始後及び無連絡不泊

50％ 100％

取消日

取消料

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって10～8日前

20％

7～2日前

30％

前日

40％

当日（右記を除く） 旅行開始後及び無連絡解除

50％ 100％

〈高齢者のつどい・観光コースに関する取消料基準（お１人様）〉
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お申し込み方法（一般参加の皆様へ）お申し込み方法（一般参加の皆様へ）お申し込み方法（一般参加の皆様へ）



〈１〉 申し込みの流れ
　①「申込書（一般・評議員・盲ろう）」のコピーを４月12日（金）までに、㈱JTBビジネスネッ
　　トワークへ郵送にてお送りください。あわせて申込確認書のエクセルデータは下記メールアド
　　レスにお送りください。
　②㈱JTBビジネスネットワークでは、お送りいただいた「申込確認書」に基づき、宿泊施設、
　　高齢者のつどい、観光コースを決定し、５月上旬までに貴団体へ申込確認書を回答書に代え
　　てメールにてお送りいたします。
　③回答書に記載の合計金額を５月下旬までにお振込みください。
　④クーポンの発送は、５月中旬を予定しており、加盟団体の希望により加盟団体宛一括送付、
　　又は申込者個々宛の送付とさせていただきます。
　
〈２〉 変更・取消について
　貴団体が保存されている「申込確認書（エクセル式）」を最新のものに訂正していただき、
㈱JTBビジネスネットワークまでメールにてお送りください。変更・取消が完了しだいメールに
てご返信致します。
 
〈３〉 評議員のお申し込みについて
　①６月14日（金）・15日（土）の宿泊…下記のア～エの条件を満たしている場合に限り、宿泊代
　　金の一部を全日本ろうあ連盟が負担します。
　　ア．第67回全国ろうあ者大会に参加し、実行委員会が用意するホテルに宿泊する者。
　　イ．評議員会に遅刻、早退せず全期間出席する者（特別な理由がある場合は除く）。
　　ウ．全日本ろうあ連盟が送付する評議員出席票を、提出締切日までに同連盟事務局に提出し
　　　　た者。
　　エ．評議員会２日目（６月15日）の午後の「聴覚障害者問題に関わる研究分科会」や各種
　　　　のつどい等に申し込みをした者。
　②６月13日（木）・16日（日）の宿泊を希望する場合、Ｄカテゴリーの代金（8,500円）をご記入・
　　お支払いただきますが、ホテル確定後に差額はご精算いたします。
 
　※その他、評議員会のご案内は、全日本ろうあ連盟から別途案内があります。

お申し込み・お問い合わせ先

受託販売
東京都知事登録旅行業第 3-7539 号
株式会社JTBビジネスネットワーク

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14 ダイハツ・ニッセイ池袋ビル 6階

E-mail：tohoku-ec@jbn.jtb.jp
TEL：0120-989-960　FAX：0120-937-224

「第67回全国ろうあ者大会 in みやぎ」係
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お申し込み方法（加盟団体責任者の皆様へ）お申し込み方法（加盟団体責任者の皆様へ）お申し込み方法（加盟団体責任者の皆様へ）



申　込　要　領

クーポン券を送付（５月中旬予定）

締切
４月５日（金）

締切
４月12日（金）

受託販売
東京都知事登録旅行業第 3-7539 号
株式会社JTBビジネスネットワーク

（各所属加盟団体一括送付　または　申込者個人送付）
※お申し込み後の変更・取消等は必ずお申し込みの加盟団体を通じてお申し出願います。

旅行企画・実施

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14 ダイハツ・ニッセイ池袋ビル 6階

・大会申込書
・旅行代金
（宿泊料は第１希望の金額）

営業時間 平日／９：30 ～ 17：30 （土曜・日曜・祝日休業） 総合旅行業務取扱管理者 石倉　俊義

観光庁長官登録旅行業64号 （一社）日本旅行業協会正会員・旅行業公正取引協議会会員
〒980-0804 仙台市青葉区大町 1-4-1

旅行業務取扱管理者とは，お客様の旅行を取扱う営業所での取引責任者です。
ご旅行の契約に関し担当者からの説明に不明の点がありましたら，ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

TEL：0120-989-960　FAX：0120-937-224　E-mail：tohoku-ec@jbn.jtb.jp

「第67回全国ろうあ者大会 in みやぎ」係

株式会社ＪＴＢ仙台支店
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申　込　要　領申　込　要　領申　込　要　領

一　
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会　

員

各
所
属
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盟
団
体

㈱
Ｊ
Ｔ
Ｂ
ビ
ジ
ネ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

メール

メール

①申込確認書

郵　送 ②申込書（コピー）

③回答書　５月上旬
〈到着・お申込み確認の連絡〉

④費用の振込　５月下旬



この「一般参加者用申込書」は、必要事項をご記入のうえ、ご自身の所属する加盟団体に総額費用と一緒に４月５日（金）まで
にお届けください。

※上記の個人情報について、旅行手配のための手続きおよび大会事務局への提供に同意のうえ、申し込みます。

●宿泊は申込記号および、第２希望も必ず記入してください。
●宿泊代金の欄には、第1希望の代金を記入してください。

●研究分科会は必ず第２希望まで書いてください。（①、②と記入）
●中学生以下の方は大会参加費は無料です。
●ちびっこランド、託児を申込希望の方は、35ページの別紙専用申込書でお申込みください。

【申込書の該当する希望欄に○印をお付けください。高齢者のつどいはコースの記号を記入してください。】

私は「第67回全国ろうあ者大会」に参加するため、上記の金額を添えて申し込みます。

合計金額 円

ふりがな

同室希望者

年　齢 歳

性　別 男  ・  女氏　　名

宿　　泊

宿泊希望日 【申込記号】第１希望 【申込記号】第２希望 旅行代金
６/13（木）
６/14（金）
６/15（土）
６/16（日）

　　　　　　　　円
　　　　　　　　円
　　　　　　　　円
　　　　　　　　円
禁煙　・　喫煙　　

住　　所

携帯電話
電話番号

ＴＥＬ
メールアドレス

ＦＡＸ

ろう者
聞こえる人
車いす
盲ろう者

６/14（金） 連盟評議員会傍聴券（400名まで）

①　防災

（２名１室利用）
（１名１室利用）
（４名１室利用）
（３名１室利用）
（２名１室利用）
（２名１室利用）
（１名１室利用）

5,000円
（高校生のみ）3,000円

無　料
無　料

1,000円
2,000円
2,000円
2,000円
2,000円
2,000円
3,000円
8,000円
2,000円
1,000円
37,000円
42,000円
37,000円
40,000円
43,000円
32,000円
37,000円

②　スポーツ
③　手話言語
④　人権

連盟評議員会傍聴券（400名まで）
弁当（お茶付）

青年のつどい

研究分科会

高齢者のつどい コース
前夜祭（交歓パーティー）（会場：仙台勝山館）
特別企画（会場：仙台市シルバーセンター）

全国ろうあ者大会（必ずどちらかに○）

弁当（お茶付）

Aコース

Bコース

Cコース

６/16（日） 観光コース
（１泊２日）

18:30～20:30

13:30～17:00６/15（土）

日　　程 申　込　項　目 旅行代金 希　望　欄
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第67回全国ろうあ者大会申込書（一般個人用）第67回全国ろうあ者大会申込書（一般個人用）第67回全国ろうあ者大会申込書（一般個人用）





この「連盟評議員用申込書」は、必要事項をご記入のうえ、ご自身の所属する加盟団体に総額費用と一緒に４月５日（金）まで
にお届けください。

※上記の個人情報について、旅行手配のための手続きおよび大会事務局への提供に同意のうえ、申し込みます。

●研究分科会は必ず第２希望まで書いてください。（①、②と記入）
●連盟評議員会に全期間出席・研究分科会／つどいにお申込することを条件に６月14日・15日の宿泊代金の一部を連盟負担と致します。
●ちびっこランド、託児を申込希望の方は、35ページの別紙専用申込書でお申込みください。

●６/13（木）、６/16（日）の宿泊を希望する場合、Dカテゴリーの料金（8,500円）
　をご記入・お支払いただきますが、ホテル確定後に差額をご精算致します。

【申込書の該当する希望欄に○印をお付けください。高齢者のつどいはコースの記号を記入してください。】

私は「第67回全国ろうあ者大会」に参加するため、上記の金額を添えて申し込みます。

合計金額 円

ふりがな

同室希望者

年　齢 歳

性　別 男  ・  女氏　　名

宿　　泊

宿泊希望日 希望欄（○をつけてください）
（○の場合、8,500円と記入ください）

（○の場合、8,500円と記入ください）

宿泊代金
６/13（木）
６/14（金）
６/15（土）
６/16（日）

　　　　　　　　円
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　円

住　　所

携帯電話
電話番号

ＴＥＬ
メールアドレス

ＦＡＸ

ろう者
聞こえる人
車いす
盲ろう者

①　防災

（２名１室利用）
（１名１室利用）
（４名１室利用）
（３名１室利用）
（２名１室利用）
（２名１室利用）
（１名１室利用）

5,000円
1,000円
2,000円
2,000円
2,000円
2,000円
2,000円
3,000円
8,000円
2,000円
1,000円
37,000円
42,000円
37,000円
40,000円
43,000円
32,000円
37,000円

②　スポーツ
③　手話言語
④　人権

弁当（お茶付）

青年のつどい

研究分科会

高齢者のつどい コース

○

前夜祭（交歓パーティー）（会場：仙台勝山館）
特別企画（会場：仙台市シルバーセンター）

全国ろうあ者大会

弁当（お茶付）

Aコース

Bコース

Cコース

６/16（日） 観光コース
（１泊２日）

18:30～20:30

13:30～17:00６/15（土）

日　　程 申　込　項　目 旅行代金 希　望　欄
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禁煙　・　喫煙





この「盲ろう者用申込書」は、必要事項をご記入のうえ、ご自身の所属する加盟団体に総額費用と一緒に４月５日（金）まで
にお届けください。

●宿泊は申込記号および、第２希望も必ず記入してください。
●宿泊代金の欄には、第1希望の代金を記入してください。

●研究分科会は必ず第２希望まで書いてください。（①、②と記入）
●中学生以下の方は大会参加費は無料です。
●ちびっこランド、託児を申込希望の方は、35ページの別紙専用申込書でお申込みください。

【申込書の該当する希望欄に○印をお付けください。高齢者のつどいはコースの記号を記入してください。】

同室希望者

宿　　泊

宿泊希望日 【申込記号】第１希望 【申込記号】第２希望 旅行代金
６/13（木）
６/14（金）
６/15（土）
６/16（日）

　　　　　　　　円
　　　　　　　　円
　　　　　　　　円
　　　　　　　　円
禁煙　・　喫煙　　

６/14（金） 連盟評議員会傍聴券（400名まで）

①　防災

（２名１室利用）
（１名１室利用）
（４名１室利用）
（３名１室利用）
（２名１室利用）
（２名１室利用）
（１名１室利用）

5,000円
（高校生のみ）3,000円

無　料
無　料

1,000円
2,000円
2,000円
2,000円
2,000円
2,000円
3,000円
8,000円
2,000円
1,000円
37,000円
42,000円
37,000円
40,000円
43,000円
32,000円
37,000円

②　スポーツ
③　手話言語
④　人権

連盟評議員会傍聴券（400名まで）
弁当（お茶付）

青年のつどい

研究分科会

高齢者のつどい コース
前夜祭（交歓パーティー）（会場：仙台勝山館）
特別企画（会場：仙台市シルバーセンター）

全国ろうあ者大会（必ずどちらかに○）

弁当（お茶付）

Aコース

Bコース

Cコース

６/16（日） 観光コース
（１泊２日）

18:30～20:30

13:30～17:00６/15（土）

日　　程 申　込　項　目 旅行代金 希　望　欄
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第67回全国ろうあ者大会申込書（盲ろう者用1-1）第67回全国ろうあ者大会申込書（盲ろう者用1-1）第67回全国ろうあ者大会申込書（盲ろう者用1-1）

合計金額 円

※上記の個人情報について、旅行手配のための手続きおよび大会事務局への提供に同意のうえ、申し込みます。

私は「第67回全国ろうあ者大会」に参加するため、上記の金額を添えて申し込みます。
ふりがな 年　齢 歳

性　別 男  ・  女氏　　名

住　　所

携帯電話
電話番号

ＴＥＬ
メールアドレス

ＦＡＸ

ろう者
聞こえる人
車いす
盲ろう者 ○





※盲ろう者の通訳介助は原則会場内とさせていただきます。会場までの通訳介助者は各自でご手配ください。
※あなたの都道府県の盲ろう通訳・介助員派遣団体に、この大会の通訳介助のコーディネート協力をいただくため、情報提供をする
　ことの同意について、可か不可か確認欄に○の記入をお願いいたします。
　なお、ご記入いただいた全ての内容は、本大会以外には一切使用いたしません。　
　確認欄　　（　　　　　）可　　・　（　　　　　）不可

※通訳介助者の方には、実行委員会から連絡させていただきます。

※希望や伝えておきたいことなどありましたら、ご記入ください。（例：通訳方法のニーズ、家族同席など）

◆希望する「通訳方法」に１つ〇をつけてください。
　「必要なもの」について〇をつけてください。

◆資料の種類について、１つ〇をつけてください・
【　電子データ　・　墨字　・　拡大墨字　・　点字　・　不要　】

◆会場までの通訳介助者（移動介助）、会場内での通訳介助者（通訳）が決まっている場合は、その介助者
　の名前・連絡先をご記入ください。

弱視手話

触手話

パソコン要約筆記

音　声

その他（　　　　　　）

テーブル・磁気ループ・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

テーブル・磁気ループ・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

磁気ループ・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※各自ノート型パソコンをご持参ください。設定状況などについて、
実行委員会から事前に連絡します。

テーブル・磁気ループ・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ふりがな

氏　　名

障害の程度
（○をつけて
ください）

・全盲ろう　　・全盲難聴
・弱視ろう　　・弱視難聴
・その他（　　　　　　　　　　　）

ふりがな

氏　　名

TEL

FAX

E-mail

携帯電話

移動介助　・　通訳　（〇をつけてください）

通訳方法 必要なもの

電話番号

メールアドレス

ふりがな

氏　　名

TEL

FAX

E-mail

携帯電話

移動介助　・　通訳　（〇をつけてください）

電話番号

メールアドレス
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申込日　　　　年　　　月　　　日
保護者（参加者）欄

氏　　名
ふりがな

お子様のお名前を記入ください。

その他特記事項（体質や心配なこと、配慮してほしいことなど）

氏　　名 生年月日 年　齢 性　別 どちらかに○
ふりがな

（西暦）　　　年 　　月 　　日 歳 男  ・ 女
ろう者
・

聞こえる人

アレルギー（　有　・　無　）
内容

ちびっこランド・託児申込（希望日に申込人数を記入してください。）

★印＝軽食付き

9時 00 分～ 12 時 30 分
12 時 30 分～ 17 時 00 分
9 時 00 分～ 17 時 00 分

★  9 時 00 分～ 17 時 00 分
9 時 00 分～ 12 時 30 分
12 時 30 分～ 17 時 00 分
9 時 00 分～ 17 時 00 分

★  9 時 00 分～ 17 時 00 分
12 時 30 分～ 17 時 00 分
9 時 30 分～ 12 時 30 分
12 時 30 分～ 15 時 30 分
9 時 30 分～ 15 時 30 分

1,000 円
1,000 円
1,500 円
2,000 円
1,000 円
1,000 円
1,500 円
2,000 円
1,000 円
1,000 円
1,000 円
1,500 円

　　　人
　　　人
　　　人
　　　人
　　　人
　　　人
　　　人
　　　人
　　　人
　　　人
　　　人
　　　人

　　　　　円
　　　　　円
　　　　　円
　　　　　円
　　　　　円
　　　　　円
　　　　　円
　　　　　円
　　　　　円
　　　　　円
　　　　　円
　　　　　円

対象者 日　　時 １人分金額 申込人数 合計金額

2019年
６月14日（金） 連盟評議員のみ

連盟評議員のみ

一般参加者

連盟評議員
一般参加者

2019年
６月15日（土）

2019年
６月16日（日）

〒　　　　－ メールアドレス
住　　所 緊急連絡先

氏　　名 生年月日 年　齢 性　別 どちらかに○
ふりがな

（西暦）　　　年 　　月 　　日 歳 男  ・ 女
ろう者
・

聞こえる人

アレルギー（　有　・　無　）
内容

氏　　名 生年月日 年　齢 性　別 どちらかに○
ふりがな

（西暦）　　　年 　　月 　　日 歳 男  ・ 女
ろう者
・

聞こえる人

アレルギー（　有　・　無　）
内容
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■ご旅行条件書 要約（募集型企画旅行契約）･･･宿泊プラン・高齢者のつどい・観光コースに対応します。
　お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込みください。

●募集型企画旅行契約／この旅行は（株）ＪＴＢ仙台支店（仙台市青葉区大町1-4-1 明治安田生命仙台ビル４階 観光庁長
官登録旅行業第64号　以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型
企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途ご確認
いただく旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の
部によります。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期／（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、お申込みください。（２）旅行契約
は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。但し、本契約に関しましては、後日送
付する請求書に基づく申込金（旅行代金全額）のお振込が完了した時点で、旅行契約が成立したものとします。
●旅行代金のお支払い／旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（もしくは当社が指定す
る期日までに）にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして
旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出
がない限り、お客様の承諾日といたします。
●取消料／旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下記に記載の金額を取消料として申し受けます。

●旅行代金に含まれるもの／ご案内に明示した、宿泊代、朝食代、バス代及び消費税等諸税。これらの費用はお客様の都
合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。（ご案内に含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用
は含みません。）
●特別補償／当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行業約款別
紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷
物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。・死亡補償金：1,500万円・
入院見舞金：２～20万円・通院見舞金：１～５万円・携行品損害補償金：お客様１名につき～15万円（但し、補償対象
品１個あたり10万円を限度とします。）身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したと
きに急激に生ずる中毒症状（継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。）を含みます。ただし、細
菌性食物中毒は含みません。＜免責事項＞
●国内旅行保険への加入について／旅行先において、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。
また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、
死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。詳細については、
お問合せください。
●事故等のお申出について／旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サー
ビス提供機関、又は、お申込個所にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご
通知ください。）
●個人情報の取扱いについて／（1）当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、
お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行サービスの手配及びそれらのサービ
スの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範
囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット
及び最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭
乗される航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。また，大会運営に伴い
情報共有のため大会事務局へ情報を提出し利用させていただきます。（2）当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があっ
た場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった
場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報
を当社及び販売店に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。（3）その他、個人情報の取扱いについ
ては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。なお、当社の個人情報に関するお問い合せ窓口
は次の部署となります。
　株式会社 JTB お客様相談室　〒140-8602 東京都品川区東品川 2-3-11 https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp
●旅行条件・旅行代金の基準／この旅行条件は2018年11月 1 日現在を基準としています。又、旅行代金は2018年11月
1 日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

旅行開始日の前日
から起算して
さかのぼって

【宿泊プラン取消料】
契約解除の日 取消料（お１人様）

１．8日目にあたる日以前の解除

２．7日目にあたる日以降の解除（３～５を除く）

３．旅行開始日の前日の解除

４．当日の解除（５を除く）

５．旅行開始後の解除又は無連絡不参加

無料

旅行代金の20％

旅行代金の40％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

旅行開始日の前日
から起算して
さかのぼって

【高齢者のつどい・観光コース取消料】
契約解除の日 取消料（お１人様）

１．ご出発の11日目にあたる日以前の解除

２．10～８日目にあたる日以降の解除（３～６を除く）

３．7～2日目にあたる日以降の解除（４～６を除く）

４．旅行開始日の前日の解除

５．当日の解除（５を除く）

６．旅行開始後の解除又は無連絡不参加

無料

旅行代金の20％

旅行代金の30％

旅行代金の40％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

旅行条件書（全文）はこちらからもご確認いただけます。【http://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/acedom.asp】

承認番号：Ｅ1901068







第67回 全国ろうあ者大会  実行委員会

〒983ｰ0836
仙台市宮城野区幸町4ｰ6ｰ2（宮城県障害者福祉センター内）
　　　　　　　　一般社団法人宮城県聴覚障害者協会気付
TEL：022ｰ293ｰ5531　FAX：022ｰ293ｰ5532
E-mail：zenromiyagi@gmail.com


