手話サー クルに対する指針』
『

2010年

5月 16日

社 団法 人三重 県聴覚障害者協 会

前

文

〃
手話 を学んで、ろ うあ者 の 良き友 とな り全て の人に対す る差別や偏見をな く して
い くた めに努力 し、そ の活動 を通 じて 、私 たち 自身 も向上 してい く〃
ー
1963(昭
和 38年 )に 上記 の 目標 を掲 げ、日本 で初 めて の手話サ クル 京都市手
みみず く」が誕 生 しま した。 よく見 られ るよ うな障害者 へ の奉仕活動 として
話学習会 「
ではな く、障害者 に対す る保護者観 、優越感 を排除 し、ろ う者 と対等平等 の立場 で連帯
一
す る社会活動 として結成 された ことが 、それ まで聴覚障害 とい う壁 によつて 般社会 か
ら疎外 されて い たろ う者 に社会参加 の道 を開 いてい くき つか け とな りま した。
(昭和 45年 )の 手話奉仕員養成事業 の開始 を契機 に全 国的な手話講習会
の 開催及 び手話サー クルが結成 され、そ の後 の手話人 口の飛 躍的 な拡大、ろ う者 の社会
。
参加 と情報保障 を担 う手話通訳事業 の 開始 につ なが りま した。また、手話通訳者設置
部)を 目標 としたアイ ラブ ・パ ンフ レッ ト
派遣事業 の推進運動 、国民 の 1%(120万
の普及運動 な どに代表 され るよ うに、手話サー クル はろ う者 と聴者 が対等 の関係 で連帯
し、手話 や聴覚障害問題 を地域や社会 に認識 を高め、ろ う運動 に大きな役割 を果 た して
1970年

きま した。
ろ う者 の社会参加 の促進 、権利援護 に手話サ ー クル は大きな貢献 を してきた と言 える
で しょっ。
しか し、最近 は結成 の動機や 目的 の異なる さま ざまな手話サ

ー クルが増 え、手話学習

のみ に とらわれ る学習者 が増 加 してい ることに二 重県聴 覚障害者協会 は懸念 を抱 いて
い ます。
そ の ため、手話サ ー クルの多様性 と自主性 を理解 、尊重す る ことを基本 姿勢 とし、これ
ー
までにあげたサー クル の意義や 目的 を確認 、認識す る ことに よ り、今後 とも手話サ ク
ル がろ う運動や ろ う協会 との協調 関係 を深 めてい く取 り組み を期待 し、指針 を次 の とお
り示す ものです。

指

針

■手話サ ークルの目的
手話学習を しながら、ろう者問題の理解を深めるとともに、社会及び自己啓発を行うこ
とにより、ろう者の基本的人権の擁護と社会参加を促進する ことを目的とすべきで、具体
的には下記の取 り組みを行うことにあります。
a.手 話学習を通 して、手話の普及と社会的な認知を促進する
b.ろ う者と聴者が交流や共同での取 り組みを行うことを通 じ、相互理解や自己向上に
努める
c.ろ う者を含めた障害者の生活 ・権利の制約などの問題を理解 し、それをなくすため
に社会啓発を行う
■手話サ ークルの組織のあリカ
地
聴者の自主的組織であり、そ してその運営や方針￨よ
手話サ ークルとは手話を学びた しヽ
域ろう協会 は尊重 しなければなりません。 しか し、手話サ

ークルの先駆け とな つた 「
みみ

すく」が掲げた目標にあるように、ろう者 との交流、共同での取 り組みを通 じ、障害者に
対する正 しい理解を地域や社会に広げる組織でもあるからこそ、地域ろう協会と連帯 し、
ともに歩んでいくことが求められます。
一
最近の手話サ ークルの特徴は、手話講習会や講座をきつかけに結成されたり、 つの市
ることです。
町に複数の手話サ ークルが誕生 してしヽ
これは手話の普及や認矢日
、ろう者の社会参加の促進に効果的でもありますが、県サ連 に
ー
なしヽ
手話サ ークルや、地域ろう協会との関係が薄いサ クルの増カロにつなが つ
加盟 してしヽ
ろう協会との関係を密 にすることで、上記で触れ
てしヽ
ます。県サ連 に加盟することや地1或
たサ ークルの目的に沿 つた活動ができることが望まれます。
聴者の自玉的な組織であり、地域ろう協会 はその自
a.手 話サ ークルは手話を学びた しヽ
王性を尊重する
b.ろ う者との交流、共同での取り組みを通 じ、障害者に対する正 しい理解を地域や社
会に広げ、地域ろう協会 と連帯 し、ともに歩んでいく
c.手 話サ ークルの目的に沿う活動を展開出来るよ う、県サ連や全通研三重支郡、三捕
障協及び地域 ろう協との関わりを密にする
■サ ークルの活動とろう協会 との関わ り
ー
手話サ ークルまた手話学習者が多様化 している今、上記の手話サ クルの目的や組織の
あリカ、そ してろう協会との関わ りを地域ろう協会 と手話サ

ークルが十劣に話 し合い、確

くことが求められます。その連帯関係をも
認することで、今後も良き連帯関係を築 いてしヽ
とに、手話学習やサ ークル及びろう協会の行事を ともに協力 しあいながら進めていくこと

が、手話サ ークル及びろう協、ひ いては聴覚障害者の福祉向上 につながります。
ー
近年、ろう協会 に加入 していない賄覚障害者のサ クル活動をどう者えていくかが課題
人の趣味の多様化な どの影響で、組織や団体
とな りつつあります。人間関係の喬薄化、1国
で行動することが敬遠され る、ひとつのことに皆が力をあわせることが難 しくな つてきて
いることが、ろう協に加入 しない一因となつている と者えられます。
ろう協会を中lbに道路交通法第 88条 また国家資格の欠格条項の撤廃な ど、これまでのろ
う運動の成果で聴覚障害者の福祉向上や社会参加の道を拓いて来た ことを者えると、ろう
て、三舶障協は将来のろう運動の弱体化に大きな危
る現状につしヽ
協会加入者が減少 してしヽ
聴覚障害者のサ ークル活動 について地域
惧を覚えます。また、ろう協会に加入 していなしヽ
ことが、それまで築き上
ろう協会と手話サ ークルが十のに話 し合い、確認を行 つていなしヽ
て、地域
げた協調関係の崩壊につながるのではないかと懸念を抱 いています。地域におしヽ
尊重、理解を深めて今後とも良き連帯関係 を築いていく
ろう協会と手話サ ークルがお亘 しヽ
ことを期待 します。
また、地元及び近隣 に地域ろう協会がない地域で活動を している手話サ

ークルは、活動

ますが、それを話 し含える相手である地域 ろう協がない こと
や手話学習 に悩みを抱えてしヽ
ます。
がさらに悩みを深めて しヽ
三重県手話サ ークル連絡協議会、全国手話通訳問題研究会三重支郡、そ して三重県聴覚
障害者協会 と関わりを持ち、どんな些絡日な悩みや問題でも相談できる連帯関係を築 いてい
くことが重要です。

