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あ い さ つ 

１

第 70 回全国ろうあ者大会実行委員会
実行委員長　　迫田　和昭

　全国の皆様、こんにちは。昨年末は新型コロナウイルス感染の
拡大が落ち着いていました、今年に入り、新種のオミクロン株が
再び広がりつつあります。
　このようなコロナ禍ではありますが、６月に開催される全国ろ

うあ者大会の案内書を皆様に届けることができ、安堵しています。愛知大会と栃木
大会が連続して中止となり、全国の皆様と顔を合わせる機会が失われました。中止
になった県にお住まいの皆様は、さぞや残念な気持ちだったろうと推察いたします。
　その気持ちも受け、絶対に広島では開催するぞ︕と強く思っていましたが、新型
コロナウイルスの流行により、立ち上げた実行委員会も、なかなか前に進めません
でした。
　そのような中でも諦めずに準備を進めることができたのは、広島県各所で大災害
が発生した 2018 年７月の西日本豪雨時に、私たちの手でろう者のボランティアセ
ンターを立ち上げ、約５カ月間、ろう者自らもボランティア活動を行うという、貴
重な体験をしたからです。
　新型コロナウイルスという未曾有の危機にも負けず、ここまで辿り着くことがで
きたのも、この経験を糧にしたからだと思います。
　広島県には、平和記念公園にある原爆ドームと厳島神社の二つの世界遺産があり
ます。平和を考え、歴史に浸ったあとは、地元の味「お好み焼き」を堪能してください。
　広島大会に参加して良かったと思っていただけるよう、実行委員会一同、頑張っ
てまいります。

「ぜひ、広島に来んさいね。」

東武トップツアーズ株式会社広島支店
支店長　　小坂　正宏

　この度は第 70 回全国ろうあ者大会が 2022 年６月９日（木）～
12 日（日）の４日間にわたり、平和都市ひろしまにて開催されま
すことを心からお祝い申し上げます。
　皆様の大会参加とご宿泊等のお申込み受付を東武トップツアーズ

株式会社広島支店にてお取り扱いさせていただくことになりました。
　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広を
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、大会が成功裏に終わりますよう心より祈念申し上げま
す。
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目   的 ︓全国のろうあ者が一堂に会することにより、手をたずさえて助けあいその福祉の 

増進と社会的地位の向上を図り、あわせて一般社会の理解を促進し、ろう児・者 
として幸せな生活を営むことに寄与せんとするものである。 

 
主 催︓一般財団法人全日本ろうあ連盟 
 
主 管︓一般社団法人広島県ろうあ連盟 
 
期 間︓2022 年６月９日（木）～６月 12 日（日） 
 
開 催 地︓広島県広島市 
 
会 場︓ＪＭＳアステールプラザ、広島市文化交流会館、広島国際会議場、広島県立総合 

体育館（広島グリーンアリーナ） 
 
後援（予定）︓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
（報道機関） 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／中国地区ろうあ連盟／広島県／広島市／広島県教育委
員会／広島市教育委員会／広島県市長会／広島県町村会／広島県議会／広島市議
会／社会福祉法人広島県社会福祉協議会／社会福祉法人広島市社会福祉協議会／
社会福祉法人広島県共同募金会／広島商工会議所／日本赤十字社広島県支部／公
益財団法人広島観光コンベンションビューロー／一般社団法人広島県身体障害者
団体連合会／公益社団法人広島市身体障害者福祉団体連合会／広島県立広島南特
別支援学校／広島県立呉南特別支援学校／広島県立尾道特別支援学校／NPO法人
広島県難聴者・中途失聴者支援協会／特定非営利活動法人広島盲ろう者友の会／
広島市中途失聴・難聴者協会／一般社団法人広島聴覚障害者協会／社会福祉法人
広島聴覚障害者福祉会／中国新聞社／社会福祉法人中国新聞社会事業団／朝日新
聞社／毎日新聞社／読売新聞社／産経新聞社／ＮＨＫ広島放送局／中国放送／広
島ホームテレビ／テレビ新広島／広島テレビ放送／広島エフエム放送 

（順不同） 
 

協賛（予定）︓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／東武トップツ 
       アーズ株式会社 
 
協力（予定）︓広島県手話通訳派遣委員会／特定非営利活動法人広島県手話通訳問題研究会／広 
       島県手話通訳士協会／広島県手話サークル連絡協議会／一般社団法人広島県イン 

クルーシブフットボール連盟 

第 70 回全国ろうあ者大会開催要綱 

２



 
 
 
 

メインテーマ 

 
 

 
シンボルマーク 

 
 

 
 
 

広島市には６本の川が流れ、穏やかな瀬戸内海に
つながり、広島県北部には自然豊かな中国山地が広
がります。 

原爆の慰霊碑と宮島の大鳥居、平和の象徴である
鳩と折り鶴、そして安芸の宮島には欠かせない紅葉
など、広島をぎゅっと詰め込んだシンボルマークに
しています。 

  
 

キャラクター 

   
   

宮島で観光客を和ませる鹿と、みんなのおなかを 
満たしてくれるもみじ饅頭をモチーフに、手と手を 
取り合う様子を表現しています。 

名前の由来は、広島人が「じゃけぇ」「～じゃあ」

 と言うイメージから、キャラクターにも「じゃ」を
つけました。 

    

 

 

 
ロゴ 
宮島にある大鳥居のシルエットをデザインしています。 

 

 

 

メインテーマ･シンボルマーク･キャラクター 
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しかじゃ

もみじゃ

  

　70 回目という節目の年に、62 年ぶりの広島開催。これまでの 69 年分の過去、70 回目の
今回そして、未来を繋げる素敵な大会へという思いを込めています。「きんさいやぁ」は、広島弁
で「おいで」という意味です。笑顔で手招きしながら「きんさいやぁ」という広島人の姿を思い浮か
べてください︕︕2022 年に広島で待っとるけぇね︕
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日 程 行  事  名 

６月９日 
（木） 9:00～17:00 

全日本ろうあ連盟三役会議／議長団会議／理事会 
全国聴覚障害者写真コンテスト入賞作品展 
広島県内特別支援学校の児童・生徒作品展 

ＪＭＳアステールプラザ 

６月 10 日 
（金） 

8:30～12:00 全日本ろうあ連盟評議員会全体会 

ＪＭＳアステールプラザ 

13:00～17:00 全日本ろうあ連盟評議員会分科会（３分科会） 
18:30～20:30 特別企画 公演「幕末の勤王僧 宇都宮黙霖」 

9:00～17:00 
全国聴覚障害者写真コンテスト入賞作品展 
広島県内特別支援学校の児童・生徒作品展 
ちびっこランド・託児 

６月 11 日 
（土） 

8:30～12:00 全日本ろうあ連盟評議員会全体会 
ＪＭＳアステールプラザ 

広島市文化交流会館 
広島国際会議場 

13:30～16:30 研究分科会 

①手話言語 
②国際 
③災害 
④情報アクセス 

13:30～17:00 

青年のつどい 広島国際会議場 

日帰りツアー 
（高齢者のつどいの  
名称変更）  

①瀬戸内の美しい島、お手軽宮島コース 
②情緒あふれる町並み散策でタイムスリップ気分♪西条・竹原コース  
③軍港 呉の秘密を探る大和ミュージアム見学コース  
④平和の街ヒロシマを知る、ピースツーリズムコース 

14:30～16:30 演劇祭典 第１部 
ＪＭＳアステールプラザ 18:30～20:30 演劇祭典 第２部 

18:30～21:00 前夜祭（交歓パーティー） 広島市文化交流会館 

9:00～17:00 

全国聴覚障害者写真コンテスト入賞作品展 
広島県内特別支援学校の児童・生徒作品展 
聴覚障害者の生活に関するバリアフリー展 
書籍販売・広島県物産販売 

ＪＭＳアステールプラザ 

ちびっこランド・託児 

６月 12 日 
（日） 

9:30～12:00 全国ろうあ者大会 オープニングセレモニー・式典 

 
広島県立総合体育館 

(広島グリーンアリーナ) 

13:00～15:30 全国ろうあ者大会 アトラクション・フィナーレ 

9:30～15:30 

全国聴覚障害者写真コンテスト入賞作品展 
広島県内特別支援学校の児童・生徒作品展 
聴覚障害者の生活に関するバリアフリー展 
書籍販売・広島県物産販売 
ちびっこランド・託児 

観光コース 
A.「安芸の宮島」と日本三名橋の１つ・錦帯橋満喫コース 
B. 軍港の街、呉めぐりコース 
C. 瀬戸内のノスタルジックな港町、尾道・鞆の浦満喫コース 

第 70 回全国ろうあ者大会 会場・日程表 

４

70

時 間 会 場 
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会場案内マップ・交通のご案内（主要アクセス） 

５
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宿泊施設マップ 

６
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宿泊プランのご案内(東武トップツアーズ㈱広島支店の募集型企画旅行です。) 

７
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◎日 時︓2022 年６月 10 日（金） 18︓30～20︓30 
◎場 所︓ＪＭＳアステールプラザ 大ホール 
◎参加費︓2,000 円 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ろう者の勤王僧として幕末に活躍した宇都宮黙霖
は江戸末期の 1824 年、広島県呉市で生まれました。

両親は訳あって結婚できず、不遇な幼年時代を過
 ごした黙霖は 15 歳から学問を始め、21 歳の時に修

学の旅に出ます。しかし、修学先で大病に罹り失聴
します。失聴後の黙霖は尊王倒幕思想を確立し、全
国 40 余国を巡歴し、３千人に及ぶ志士たちと筆談 
で尊王論をたたかわせます。特に吉田松陰とは 26 
回に渡る書簡のやり取りを行い、松陰に大きな影響
を与えます。松陰は「終に降参するなり｡」と黙霖 
宛の書簡に書いています。明治維新の陰の力になっ
たと言われた黙霖は、高杉晋作や木戸孝允たちとも
交友がありました。伊藤博文は少年の頃、吉田松陰
の門弟であり、黙霖とは面識があったため、のちの総
理大臣である伊藤博文が来広した時には、黙霖を「先
生」と呼び周囲の人々を驚かせました。 
激動の時代を生きた黙霖は、1897（明治30）年に
故郷の呉市で亡くなりました。 宇都宮 黙霖 

写真︓西福寺（東広島市八本松）提供  

 
 
 

 
 

 
～吉田松陰に影響を与え、伊藤博文から先生と呼ばれたろう者～ 

幕末の勤王僧 宇都宮黙霖 
  公 演  

◎出演者（プロフィール）

那須 英彰 
1967 年、山形県生まれ。２歳の時に両全ろうとなる。20 歳までずっとろう学校に通う。 

幼い頃から映画と演劇に興味を持ち、大学時代に青森の劇団、後に日本ろう劇団で計 15 年 
間、舞台に出演。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『出会いの扉にありがとう』 （新風舎）がある。全国各地で 
講演、一人芝居活動中。 

 砂田 アトム 
1977 年、愛媛県生まれ。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も、全国各地での舞台に立つ。1999 年公開の映画 ｢アイラ 
ブユー」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っており、現在は手話劇、手話関係 
のイラスト、絵画活動、手話指導など、日々、奔走中。 

 

８

特  別  企  画 
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① 手話言語 
 
手話言語について学ぶ 
～手話で話した町（宮窪手話）～ 
 

② 国際 
新しい時代のろうあ運動を目指して 
～SDGs（持続可能な開発目標）と障害のある人～ 

多様な災害の取り組み 
～新型コロナウイルス感染症まん延の経験から～ 

 

デジタル社会に向けて 
～IT リテラシーを身につけ、情報格差をなくす～ 
 
 

③ 災害 

④ 情報アクセス 

 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

聴覚障害者問題に関わる研究分科会 

◎日 時︓2022 年６月 11 日（土） 13︓30～16︓30 
◎場 所︓ＪＭＳアステールプラザ（広島市中区民文化センター、広島市文化創造センター） 

広島市文化交流会館 広島国際会議場 
◎参加費︓2,000 円（資料代含む） 
◎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、教職員、きこえない・きこえにくい子どもの保護者 
       行政関係者、施設職員、医療関係者等 

きこえない・きこえにくい人に関わる者 

９
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①　手  話  言  語
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  2015 年に国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs︓Sustainable Development 
Goals）」は「誰一人取り残さない」という理念を掲げており、世界で起こる様々な問題に 
対して、2030 年までに達成すべき 17 の目標（ゴール）を定め、問題解決のために取り組 
むことを求めています。その中には障害または障害のある人に直接言及しているものもあ 
りますが、障害分野の SDGs の取り組みはまだまだ関心が低く、障害のある人が社会に適 
応し、自らの障害を克服すべきとする「医学モデル」の考えが、私たちも含め多くの人々 
の間で、社会構造に根強く残っています。 

私たちは「誰一人取り残さない」 ｢私たち抜きに私たちのことを決めないで」を理念とす
る真の共生社会を実現するために、2020 年度の評議員会で「新しい時代のろうあ運動を目
指して」を採択しました。この分科会において、SDGs とは何か、SDGs をどのようにろう
あ運動につなげていくかを学び、新しい時代を私たちの手で築いていきましょう。 

 
◆総合司会                                    

一般財団法人全日本ろうあ連盟             国際委員長 太田 陽介 
◆講  演     「SDGs とは何か～手話言語から考える情報アクセシビリティ～」 

講 師                   岡山放送アナウンサー 篠田 吉央 
◆トークセッション 「国際的な支援活動から SDGs を学ぶ」            

パネリスト︓JANNET（障害分野 NGO 連絡会）研修研究委員会 委員長 
      公益社団法人日本理学療法士協会　事業部国際事業課課長  伊藤 智典 
      公益財団法人ダスキン愛の輪基金 元常任理事・事務局長 山本 典芳 
      一般財団法人全日本ろうあ連盟        理事長  石野 富志三郎 
聞 き 手︓世界ろう連盟アジア地域事務局       副事務局長 嶋本 恭規  

新しい時代のろうあ運動を目指して 
～SDGs（接続可能な開発目標）と障害のある人～ 

１１

②　国　　　　際
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  2020 年からの新型コロナウイルス感染症のまん延により、社会の生活様式が大きく変
わり、準備してきた大会や行事が中止になり、地域での集会もままならず、自粛・行動の制
限がありました。これから私たちは地震や台風といった気象災害のみならず、感染症も災
害の一つと考え、情報伝達の視覚化に取り組む必要があります。 

新型コロナウイルス感染症対策について経験と学習を生かし、気象災害・感染症災害な 
ど多様な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  
一般財団法人全日本ろうあ連盟                理事 堀米 泰晴 

◆基調報告 テーマ︓ろう者自身が支援する立場に回った経験から          
（災害ボランティアセンター） 

講 師          一般社団法人広島県ろうあ連盟 理事長 迫田 和昭
◆ミニ講演    「防災士としての活動」                    

講 師      防災士/さかい聴覚障害者防災ネットワーク  委員  高塚  稔 
◆パネルディスカッション 「様々な災害に備え、コロナ禍での防災・減災、  

災害時の暮らし・情報保障を考える」 
コーディネーター︓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 有山 一博 
パ ネ リ ス ト︓【地震（津波）】大阪北部地震（2018 年）の経験から 

一般財団法人全日本ろうあ連盟     副理事長 大竹 浩司 
【豪 雨】 西日本豪雨の経験から  

一般社団法人広島県ろうあ連盟      理事長 迫田 和昭 
【コロナ】コロナ対策で先進的な取り組みをした地域  

東京都聴覚障害者連盟         事務局長 越智 大輔 
【防災士】防災士の立場から  

さかい聴覚障害者防災ネットワーク      委員 高塚 稔 

多様な災害への取り組み  
～新型コロナウイルス感染症まん延の経験から～ 

１２

③　災　　　　害
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大で、オンライン会議システムを利用した会議や、タ
ブレット等を活用した遠隔手話通訳が急速に増えました。ICT を活用したオンラインでの
手話通訳や文字による情報保障の活用は、災害時に現地に支援に行くことができない場合
でも有効な方法と考えられています。 

デジタル社会の中で、きこえない・きこえにくい人のオンライン活用の必要性はますます
高まっていき、コロナ禍が収束した後も続いていくと思われます。しかし、意思疎通支援事
業で行う遠隔手話通訳等のオンラインでの情報保障の在り方は、自治体ごとにばらつきが
あり、いざという時に広域的に活用できる状況にはなっていません。 

また、企業や商業施設の窓口などで、合理的配慮のひとつとして遠隔手話サービスが用意
されていることは喜ばしいことですが、誰もが利用できる状況になっていることが大切で
す。これらの課題を参加者の皆さんとともに学び、デジタル社会に対応できるようにしてい
きましょう。 
 
◆総合司会  

一般財団法人全日本ろうあ連盟                理事 藤平 淳一 
◆基調講演    「きこえない・きこえにくい人がデジタル社会に     

適応して生きていくために」 
講 師        一般財団法人 全日本ろうあ連盟 副理事長 石橋 大吾 

◆シンポジウム  「遠隔手話通訳（遠隔手話サービス）や   
             オンライン会議システムでの情報保障について考えよう」

コーディネーター︓一般財団法人全日本ろうあ連盟 理事 倉野 直紀 
シンポジスト︓特定非営利活動法人 全国聴覚障害者情報提供施設協議会 

副理事長 太田 裕之 
     愛媛県松山宮田郵便局 課長代理 兵頭 晶子 

       公益社団法人岡山県聴覚障害者福祉協会                 事務局長　佐藤 美恵子
       一般財団法人全日本ろうあ連盟         理事 中西 久美子 
 

～ＩＴリテラシーを身につけ、情報格差をなくす～ 
デジタル社会に向けて 

 

１３

④　情  報  ア  ク  セ  ス
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日帰りツアーのご案内(東武トップツアーズ㈱広島支店の募集型企画旅行です。) 

１４
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日 帰 り ツ ア ー 

１５
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◎日　時︓2022 年６月 11 日（土）　13︓30～17︓00

◎場　所︓国際会議場コスモス / 平和記念資料館

◎参加費︓2,000円
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◎日 時︓2022 年６月 11 日（土） 第１部 14︓30～16︓30 
◎日 時︓2022 年６月 11 日（土） 第２部 18︓30～20︓30 
◎場 所︓ＪＭＳアステールプラザ 大ホール 
◎参加費︓2,000 円 

 
 

 
 
 
 

2022 年 6 月に開催される「第 70 回全国ろうあ者大会 in ひろしま」に
て、演劇祭典の開催が決定しました︕ 
 

演劇祭典で上演する団体は、大会速報や大会ホームページなどで発表し
ます。どうぞご期待ください︕ 
 

※第１部と第２部は同じ内容を上演します。

 

１７

第 33 回全国ろうあ者演劇祭典 

しかじゃ

もみじゃ
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  第 37 回全国聴覚障害者写真コンテスト入賞作品展 
 
    全国のきこえない・きこえにくい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「出逢い」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 2022 年４月 23 日（土）必着 
  

 
 
 
 
 

広島県立広島南・呉南・尾道特別支援学校の児童・生徒作品展 
 
    広島県立広島南特別支援学校、呉南特別支援学校、尾道特別支援学校の児童・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。 
 
 
 
 
 
 

  被爆広島、平成 30 年西日本豪雨特別展示 
 

1945 年８月６日、広島に世界で初めて原爆が投下されました。原爆時のきこえな
い・きこえにくい人が置かれた現状、平成30年に発生した西日本豪雨の発生ときの
広島県内のきこえない・きこえにくい人が置かれていた現状について、展示をします。 

 
 
 
 
 
 
 

場　所 日　程 時　間 
ＪＭＳアステールプラザ 

（市民ギャラリー） 
６月９日（木） 

～11 日（土） ９︓00～17︓00 

広島県立総合体育館 
（広島グリーンアリーナ） ６月 12 日（日） ９︓30～15︓30 

場　所 日　程 時　間 
ＪＭＳアステールプラザ 
（市民ギャラリー他） 

６月９日（木） 
～11 日（土） ９︓00～17︓00 

広島県立総合体育館 
（広島グリーンアリーナ） ６月 12 日（日） ９︓30～15︓30 

場　所 日　程 時　間 
ＪＭＳアステールプラザ 
（市民ギャラリー他） 

６月９日（木） 
～11 日（土） ９︓00～17︓00 

広島県立総合体育館 
（広島グリーンアリーナ） ６月 12 日（日） ９︓30～15︓30 

１８

展 示 の ご 案 内 Ⅰ
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  聴覚障害者の生活に関するバリアフリー展 
 
   きこえない・きこえにくい人の生活に関わる情報機器等の展示を行います。 
 
 
 
 
 
 

 
  書籍等販売・広島県物産販売 
 

全国の加盟団体や関係団体が、販売を行います。 
広島県の物産販売も行います。 

 
 
 
 
 
 
 

場　所 日　程 時　間
ＪＭＳアステールプラザ 
（市民ギャラリー他） ６月 11 日（土） ９︓00～17︓00 

広島県立総合体育館 
（広島グリーンアリーナ） ６月 12 日（日） ９︓30～15︓30 

場　所 日　程 時　間 
ＪＭＳアステールプラザ 
（市民ギャラリー他） ６月 11 日（土） ９︓00～17︓00 

広島県立総合体育館 
（広島グリーンアリーナ） ６月 12 日（日） ９︓30～15︓30 

展 示 の ご 案 内 Ⅱ

１９
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◎日 時︓2022 年６月 11 日（土） 18︓30～21︓00 
◎場 所︓広島市文化交流会館 （銀河）   

◎参加費︓8,000 円  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■☆広島＆手話クイズ☆ 
平和都市広島の「へ～そうだったの︕︖」をクイズにし 

てお届けします。手話に関するクイズもありますよ︕ 

正解を当てて、広島ならではの賞品をゲットしてくださ 

い︕皆さんも❝広島博士❞になりましょう︕ 

■氷彫刻 
大きな長方形の氷の塊からチェーンソーで大胆かつ繊細に氷アートを作り上げま

す。作品が出来上がる過程を間近でご覧いただけます。見事な職人技と美しい氷彫刻

です︕何が出来上がるのか、氷アーティスト 

による氷細工パフォーマンスを 

是非お楽しみください︕ 

会場 広島市文化交流会館 ３Ｆ「銀河」 

前夜祭（交歓パーティー） 

２０
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　聴覚障害者を中心とした和太鼓チームです。広島市東区にある
「広島市心身障害福祉センター」を拠点に、現在は10名前後で演
奏活動を行っています。
　きこえの程度はまちまちで、手話・筆談・身振り・口を読むな
ど、コミュニケーション方法はさまざまですが、心を一つにして
和太鼓と向き合っています。大きな音と振動から伝わってくる太
鼓の音を全身で感じて、一緒に楽しみませんか︖

　明治初期、旧石見邑智郡上田村の宮司であった三上真名井か
ら伝授され、時代の移り変わりに伴い、舞ぶりや詞章、題材も
芸能的に改められていますが、本質的なものは忠実に伝承され
ています。毎年９月 22 日、佐々部八幡神社に奉納され、昭和
54 年 3 月 26 日、広島県無形民族文化財の指定を受けました。
芸北神楽の中にある、阿須那手といわれる高田神楽で、八調子
といわれる囃子の旋律や舞い方の速度も極めて速いものです。
　上演可能な古典神楽の演目として「神降」「岩戸」「胴の口」
など、12 曲を保持しています。

　1 年生 11 名、2 年生 13 名の計 24 名で、部員の半数以上が書道未経験者です。
明るく和気あいあいとした雰囲気の中、各個人が選択した古典の臨書や研究
に励み、お互いを高めあいながら日々活動しています。普段は楽しく 活動し
ていますが、イベントに向けた書道パフォーマンスでは、一人ひとりがそれ
ぞれの役割を考えて行動し、全員の心を一つにして、作品を作り上げます。
　新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着きませんが、全国ろうあ者大会で
パフォーマンスができることをとても嬉しく思っています。部員一同、精一
杯準備をして頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。

　『Rubato（ル バ ー ト）』2019
年に立ち上げたグループです。
グループ名は音楽用語で「自由
なテンポ」という意味です。テ
ンポにとらわれず、自由に楽し
もう︕とメンバーのみんなで決
めました。

　今回、特別支援学校の
児童・生徒たちが平和の
歌で踊ります。
　また、元HANDSIGNの
西田隆人さんはRubatoの
メンバーとして、さらに特
別ゲストの北村仁さんも
一緒に踊ります。
楽しみにしてください!
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観光コースのご案内(東武トップツアーズ㈱広島支店の募集型企画旅行です。) 

２３
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観 光 コ ー ス 

２４
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お申込み方法（一般参加の皆様へ） 

２５

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「申込書（一般個人・
　評議員・盲ろう者用）」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東武トップツアーズ㈱広島支店へお申し込みください。
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お申込み方法（加盟団体責任者の皆様へ） 

２６
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申 込 要 領 

２７
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第 70 回全国ろうあ者大会申込書（一般個人用） 

２８

36

この「一般個人用申込書」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１日（金）まで
にお届けください。
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第 70 回全国ろうあ者大会申込書（評議員用） 

３０

36

この「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１日（金）まで
にお届けください。
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第 70 回全国ろうあ者大会申込書（盲ろう者用1-1） 

３２

36

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１日（金）まで
にお届けください。
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３4

第 70 回全国ろうあ者大会申込書（盲ろう者用1-2） 
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第 70 回全国ろうあ者大会ちびっこランド・託児申込書 

３6



３８

旅行条件 本旅行条件書は、旅行業法第12条の４に定める取引条件説明書面及び同法第12条の５に定める契約書面の一部となります。この条件に
定めのない事項は、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款は当社ホームページからご覧いただけます。

この旅行は東武トップツアーズ株式会社広島支店（以下

「当社」といいます。）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」といいます。）を締結することに

なります。旅行契約の内容、条件は、当パンフレットの

記載内容、本旅行条件書、確定書面（最終日程表）、並

びに当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）により

ます。

１、 お申込み方法・条件と旅行契約の成立

(1) 当社は、団体･グループを構成する旅行者の代表

としての契約責任者から申込みがあった場合、契約の

締結・解除等に関する一切の代理権を当該代表者が有し

ているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する

取引は、当該代表者との間で行います。

(2) 所定の申込書によりお申込みください。

(3) 旅行契約は、当社が契約を承諾し、旅行代金を受領

した時に成立するものとします。

(4) 障がいのあるお客様、高齢のお客様、妊娠中のお客

様など、お客様の状況によっては、当初の手配内容に含

まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があ

ります。特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方

は、ご相談させていただきますので、必ず事前にお申し

出ください。

２、旅行代金のお支払い

旅行代金は、申込要項の条件によりお支払いいただき

ます。これ以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当

社が指定する期日までにお支払いいただきます。

３、旅行代金に含まれるもの

「申込要項」に記載のとおりです。それ以外の費用は

お客様負担となります。

４、旅行内容・旅行代金の変更

(1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、

運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の

運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の

関与し得ない事由が生じた場合においてやむを得ないと

きは、旅行内容・旅行代金を変更することがあります。

天候等の不可抗力により航空機等の運送機関のサービス

が中止又は遅延となり、行程の変更等が生じた場合の

宿泊費、交通費等はお客様の負担となります。

(2) お申込みいただいた人数の一部を取消される場合は

契約条件の変更となります。実際にご参加いただくお客

様の旅行代金が変更となる場合がありますのであらかじ

めご了承ください。詳しくは係員におたずねください。

５、旅行契約の解除

(1) お客様は、お申し込み方法の「取消料」について記載

の取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行

契約を解除することができます。なお、旅行契約の解除

期日とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお

申し出いただいた時を基準とします。また、当社は当社

旅行業約款の規定に基づき、旅行開始前及び旅行開始後

であっても、お客様との旅行契約を解除することがあり

ます。

(2) お客様のご都合で旅行開始日あるいはコースを変更さ

れる場合、また、申込人数から一部の人数を取消される

場合も、上記取消料の対象となります。

(3) 申込人数が最少催行人員に満たないときは、旅行の実

施を中止します。この場合、旅行開始日の前日から起算

してさかのぼって13日目、日帰り旅行にあっては旅行開

始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日

より前までに旅行を中止する旨を通知します。

６、旅程管理及び添乗員等の業務

(1) 添乗員は同行いたしません。(2) 必要なクーポン類を

お渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受ける

ための手続はお客様ご自身で行なっていただきます。

また、悪天候等によってサービス内容の変更を必要と

する事由が生じた場合における代替サービスの手配及び

必要な手続は、お客様ご自身で行っていただきます。

７、当社の責任及び免責事項

(1) 当社は、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお

客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。た

だし、手荷物の損害については、14日以内に当社に対

して通知があった場合に限り、お１人様15万円を限度

として賠償します。（当社に故意又は重大な過失がある

場合を除きます。）

(2) お客様が、次のような当社の関与し得ない事由により

損害を被られたときは、当社は責任を負いません。①天

災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令等又はこれら

による日程の変更や旅行の中止 ②運送・宿泊機関等の

サービス提供の中止等又はこれらによる日程の変更や旅

行の中止 ③自由行動中の事故 ④食中毒 ⑤盗難 ⑥運送機

関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれ

らによる日程の変更や目的地滞在時間の短縮

８、旅程保証

(1) 当社は契約書面及び確定書面に記載した契約内容の

うち、次の①～⑧にあたる重要な変更が生じた場合は、

旅行代金に1～5％の所定の率を乗じた額の変更補償金を

支払います。ただし、1企画旅行につき合計15%を上限

とし、また補償金の額が1,000円未満のときはお支払い

いたしません。

①旅行開始日又は旅行終了日 ②入場する観光地又は

観光施設、レストラン、その他の旅行目的地 ③運送機

関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 ④運

送機関の種類又は会社名 ⑤本邦内の出発空港又は帰着

空港の異なる便への変更 ⑥宿泊機関の種類又は名称

⑦宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の

条件⑧前各号に掲げる変更のうちツアータイトル中に

記載があった事項

(2) ただし、次の場合は、当社は変更補償金を支払いま

せん。

①次に掲げる事由による変更の場合（ただし、サービス

提供機関の予約超過による変更の場合を除きます。）

ア．旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変

イ．戦乱 ウ．暴動 エ．官公署の命令 オ．欠航、

不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止

カ．遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画

によらない運送サービスの提供 キ．旅行参加者の生

命又は身体の安全確保のために必要な措置

②契約書面･確定書面に記載した旅行サービスの提供を

受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅

行サービスの提供を受けることができた場合。

(3) 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金

の支払いに替え、これと同等又はそれ以上の価値のあ

る物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うこ

とがあります。

９、特別補償

当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様

が旅行中に急激かつ偶然の外来の事故により、その身体

又は荷物に被られた一定の損害について、補償金及び見

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、携帯品損害補償金 旅

行者1名につき15万円以内。

１０、お客様の責任

(1) お客様の故意又は過失、法令違反、当社の旅行業

約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を受

けた場合は、お客様から損害の賠償を申し受けます。

(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客

様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解に

努めなければなりません。

(3) 旅行開始後に、パンフレット等に記載された内容と

実際のサービス内容が異なると認識した場合、旅行中

に事故などが発生した場合は、旅行地においてすみや

かに当社又は旅行サービス提供機関にお申し出くださ

い。

１１、個人情報の取扱い

（1）当社は、旅行のお申込みにあたってお預かりする

お客様の個人情報につきまして、お客様との連絡、

お申込みいただいた旅行の手配と旅行サービスの提供、

当社の旅行契約上の責任や事故時の費用等を担保する

保険手続のために利用させていただくほか、お客様への

商品やキャンペーンのご案内、ご意見・ご感想等のアン

ケートのお願い、お客様のお買い物の便宜、データ処理、

旅行参加時におけるご案内などのために利用させていた

だきます。

(2)当社は、本項（１）の利用目的の範囲内で、個人情

報の取扱いについて当社と契約を締結している運送・宿

泊機関、保険会社、免税品店などの土産物店、当社が旅

行手配を委託している手配代行者、当社募集型企画旅行

販売委託会社あるいはデータ処理や案内業務を委託して

いる業者等に対し、お客様の氏名、パスポート番号なら

びに搭乗される航空便名等、年令、性別、住所、電話番

号、国籍等の個人情報を、あらかじめ電子的方法で送信

する等の方法により提供させていただきます。また、事

故等の発生に関連し警察の捜査時の資料提供及び国土交

通省・観光庁その他官公署からの要請により個人情報の

提供に協力する場合があります。

(3）当社は、旅行中に傷病等があった場合に備え、お客様

の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしており

ます。この個人情報は、お客様に傷病等があった場合に

おいて、国内連絡先の方に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、国内連

絡先の方の個人情報を当社に提供することについて、国

内連絡先の方の同意を得るものとします。

(4)申込書、参加者名簿、お伺い書等の記載内容に誤りが

あった場合、旅行の手配やサービスの提供等に支障を来

たす恐れがありますので、正確な記入をお願いします。

お申込みいただく際には、これら個人情報の提供につい

てお客様に同意いただくものとします。

(5）個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、個人情

報の訂正・追加・削除、個人情報の利用の停止、個人情

報の消去又は第三者への提供の停止等をご希望の場合は、

取扱事業所へお申出ください。なお、個人情報管理責任

者は当社コンプライアンス室長となります。

１２、お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に

譲り渡すことができます。ただし、交替に際して発生し

た実費についてはお客様にお支払いいただきます。

１３、その他

(1) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

(2) この旅行条件・旅行代金は2022 年 1月31 日現在を

基準としております。

●お申込み・お問合わせは
【旅行企画・実施】観光庁長官登録旅行業第38号

広島支店
広島市中区本通6-11（明治安田生命広島本通ビル6階）

電話番号082-545-1090 FAX番号082-542-1333

営業日：平日（土日祝休業） 営業時間9:30～17:30

一般社団法人日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員

総合旅行業務取扱管理者：小坂 正宏

客国21－397    

旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取扱う営業所

での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、

担当者からの説明にご不明の点がありましたら、

遠慮なく旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

(2017.6版)



第
70回

全国ろうあ
者

大
会

〒734-0007   広島県広島市南区皆実町１丁目６-２９
　　　　　　　広島県健康福祉センター 2階 
　　　　　　　一般社団法人広島県ろうあ連盟気付
TEL:082-252-0303　FAX:082-252-0309
E-mail:zenro70.hiroshima@gmail.com
HP:https://www.deafhs.com
オンラインショップ:https://zenro70.official.ec

https://www.facebook.com/
deafhs2022

@Deafhs2022

第70回全国ろうあ者大会  in  ひろしま　実行委員会




