
（参加申込書添付）



下写真：千葉城 撮影者：藤平悦央
（別称：亥鼻城）
平氏の末裔と称する房総の千葉氏の居城 
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表紙：写真 千葉常胤像
   飛躍 大空に鏑矢を放つ 
撮影者：藤平悦央

平安時代末期に活躍した房総の名将、
千葉常胤は、源頼朝の懐刀として卓越し
た手腕を発揮し、頼朝を鎌倉幕府創設に
導いた筆頭御家人。頼朝は常胤に全幅の
信頼を置き「父のような存在」と敬意を
もって大切にしたという。常胤の息子た
ちは全国各地の領主として頭角を現し、
千葉一族は「新渡戸稲造」「塚原卜伝」
「千葉周作」「伊能忠敬」「間宮林蔵」
など日本の屋台骨として偉業を成し遂げ
た人物を数多く輩出した。
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シンボルマーク・メインテーマの紹介

●シンボルマーク

●メインテーマ

千葉
せんよう

は多
た

岐
き

の歴史を超えて阜
だいち

青
あお

葉
ば

の森
もり

で  
一昨年の青森県と、昨年の岐阜県の思いをのせて千葉のパワーに！

                     

赤い羽根共同募金

この『第 34回全国ろうあ高齢者大会』は「赤い羽根共同募金」の
助成により実施されています。

千葉県マスコットキャラクター

チーバくん です よろしくね！

千葉県に住む不思議ないきもの

好奇心旺盛でいろいろなことに

挑戦するのが大好き

未知のものに立ち向かうときほど

勇気と情熱がわき、からだが赤く輝く

食いしん坊でいたずら好きな面も

（横から見た姿が千葉県の形）

大会実行委員長のあいさつ

第 回全国ろうあ高齢者大会実行委員会
実行委員長 三 辻 康 一

全国の皆さん、こんにちは。
年ぶりとなる全国ろうあ高齢者大会を、初めて千葉県で開催する運びと

なり、大変嬉しく思っています。
本大会の講演会、大会式典、アトラクション、スポーツ大会 ゲートボール、
グラウンド・ゴルフ は、千葉市の中心である青葉の森公園に集約された施設
で開催され、しかもホテルから会場まではシャトルバスも運行しております
ので、ご安心してお越しいただけると思います。
古事記に載っている 大神宮のうち つ 鹿島神宮・香取神宮 が当県 付近
を含む に位置し、また都心に近い秘境と言われる養老渓谷、それらを巡る観
光コースも予定しています。新鮮な海の幸は勿論、全国でも有数の農林水産
物王国であり、恵まれた食べ物やお土産も多数ありますので、是非千葉にお
越しください。
実行委員一同、心よりお待ちしております。

名鉄観光サービス株式会社支店長のあいさつ
名鉄観光サービス株式会社千葉支店

支店長 比留間 啓介

この度は、第 回全国ろうあ高齢者大会が 年 月 日 木 ～ 日 日 の
日間にわたり、千葉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名鉄観光サ
ービス株式会社千葉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。
ウイズコロナの時代における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お越し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。
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第 34回全国ろうあ高齢者大会開催要項 
第３４回全国ろうあ高齢者大会 
第３６回全国ろうあ高齢者ゲートボール競技大会 
第１３回全国ろうあ高齢者グラウンド・ゴルフ大会 

  

1、目 的：①第３４回全国ろうあ高齢者大会 
        全国各地ろうあ高齢者が一堂に集い、相互の親睦を図りながら交流を

深める中で社会生活上の諸問題や福祉活動について情報を交換するこ
とによって、明日への活力を養うとともにろうあ高齢者の抱えている
問題を広く一般社会に啓蒙していくことを目的とする。 

      ②第３６回全国ろうあ高齢者ゲートボール競技大会 
        全国各地のろうあ高齢者が一堂に集い、スポーツを通じて体力向上を

図り、明るくのびのびと相互に協力し合う精神を養うことに努めると
共に社会参加を促進する。 

      ③第１３回全国ろうあ高齢者グラウンド・ゴルフ大会 
        全国各地のろうあ高齢者が一堂に集い、スポーツを通じて体力または

技術向上を図り、参加するろうあ高齢者同士の交流を深めることを目
的とする。 

2、主 催：一般財団法人全日本ろうあ連盟 高齢部 
3、主 管：社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会 
4、期 間：2022年 10月 6日(木)～10月 9日(日) 
5、会 場：6日(木) 全日本ろうあ連盟高齢部全国代議員会 
              会 場 千葉聴覚障害者センター 

７日(金) 講 演 会 
              会 場 千葉市ハーモニープラザ（青葉の森公園隣） 

８日(土) 第 34回全国ろうあ高齢者大会式典・スポーツ競技大会開会式 
              会 場 青葉の森公園芸術文化ホール 

９日(日) 第 36回全国ろうあ高齢者ゲートボール競技大会 
              会 場 青葉の森公園陸上競技場 

第 13回全国ろうあ高齢者グラウンド・ゴルフ大会 
              会 場 青葉の森公園中央広場 
6、後援（予定）：千葉県/千葉市/千葉県教育委員会/千葉市教育委員会/一般社団法人千葉 

県医師会/社会福祉法人千葉県社会福祉協議会/社会福祉法人千葉市社 
会福祉協議会/社会福祉法人千葉県共同募金会 

7、協 賛：名鉄観光サービス株式会社千葉支店 
8、協 力：千葉県ゲートボール協会/千葉県グラウンド・ゴルフ協会/千葉県手話通通訳 

士協会/千葉県手話通訳問題研究会/千葉県手話サークル連絡協議会 
 

 

 

 大 会 日 程 表 
月  日 時  間 行    事 会   場 

10月 6日(木) 13：00～17：00 全日本ろうあ連盟高齢部 
高齢部代議員会 

千葉聴覚障害者 
センター 

3階多目的ホール 

10月 7日(金) 

9：00～10：30 高齢部代議員会 
ハーモニープラザ 

11：00～12：00 「大会全体」打ち合せ会 
（式典進行等打ち合せ） 

13：00～ 
  

13：10～14：40 
  
  

15：00～16：15 

講 演 会 
1.「ろうあ運動で社会をかえる」 

講師 山内公平 氏 
2.「最近の『目で聴くテレビ』は面白い！ 

特に千葉の映像が凄い！」 
聞き手 目で聴くテレビキャスター 

ハーモニープラザ  
1階多目的ホール 

18：30～21：00 懇 親 会（交流会） 京成ホテル 
  ミラマーレ 

10月 8日(土) 

10：00～12：00 
第 34回全国ろうあ高齢者大会 
１．式典 議事 

青葉の森公園  
  芸術文化ホール 13：00～14：50 

２．アトラクション 
① 講師 : 早瀬憲太郎氏  

「咲む よもやま話」 
② 「二人羽織手話落語」 
「手指パフォーマンス」  
(出演団体:千葉ろう者劇団 

九十九) 
③ 「和太鼓＆踊り」 
(出演者: 銚子はね太鼓保存会) 

 

15：00～16：00 全国ろうあ高齢者 
スポーツ大会合同開会式  

10月 9日(日) 9：00～16：00 

全国ろうあ高齢者スポーツ大会 
第 36回ゲートボール競技大会 

青葉の森 
スポーツプラザ 

      陸上競技場 

第 13回グラウンド・ゴルフ大会 青葉の森公園 
   中央広場 

10月 9日(日) 8：30～17：30 日帰り観光 「古事記＆小江戸巡り」 
10月 9日(日) 
  ～10日(月)  

8：30～16：00 
9：00～16：30 一泊旅行 「房総の奥地・秘境巡り」 

※大会当日は大変暑い一日になりそうです。前夜に十分な睡眠をとってください。 
競技会場の近くには売店などが少ないようです。ご参加の皆様は各自帽子、日傘、タオル、 
飲み物、ご自分に必要な医薬品などご持参されますようお願いいたします。 
そのほか、チームとして氷、クーラーボックスなどもご用意下さい。 
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日時：10月7日(金) 
  9:00～10:30        11:00～12:00     13:00～16:15
  高齢部代議員会   大会打合会    講演会
会場：千葉市ハーモニープラザ  千葉市中央区千葉寺町1208番地2  TEL 043-420-8001
交通手段：●電車をご利用される場合  京成電鉄千原線千葉寺駅下車、徒歩6分
            ●バスをご利用される場合  
      ・JR千葉駅から千葉中央バス「千葉リハビリセンター行」「誉田駅行」「鎌取駅行」「大宮団地行」に乗車し、
       「ハーモニープラザ」下車
      ・JR蘇我駅東口から千葉中央バスまたは小湊バス「大学病院行」に乗車し、「ハーモニープラザ」下車 

●全国ろうあ高齢者大会会場●

懇親会（交流会）

日時：10月7日(金) 
    18:30～21:00
会場：京成ホテル ミレマーレ

全日本ろうあ連盟高齢部

     全国代議員会

日時：10月6日(木) 13:00～17:00
会場：千葉聴覚障害者センター
    千葉市中央区神明町204-1
       TEL 043-308-6372
交通手段：

JR千葉駅東口から徒歩15分
JR本千葉駅西口から徒歩6分
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●全国ろうあ高齢者大会会場●
第34回 全国ろうあ高齢者大会式典・競技大会開会式
日時：10月8日(土)
会場：青葉の森公園芸術文化ホール

千葉県千葉市中央区青葉町977番地1
            TEL 043-266-3511
交通手段：
●お車でお越しの方

京葉道路松ヶ丘ICを降り、1つ目の信号を千葉方面へ(大網街道)、２つ目の信号を越えて
右手へ約5分
千葉東金有料道路千葉東ICより車で10分

●公共交通機関でお越しの方
・JR千葉駅東口より

  千葉中央バス 「鎌取駅行」「大宮団地行」「千葉リハビリセンター行」 (約10～15分乗車)、
  「ハーモニープラザ」下車し徒歩4分。

・JR蘇我駅東口より
  千葉中央バス 「大学病院行」乗車し、「芸術文化ホール前」下車。

・京成電鉄ちはら線千葉寺駅より 徒歩約8分
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＊印　多人数予約可能です。

ホテル名 申込番号 部屋タイプ 料金 最寄駅

アパホテル千葉駅前 １－S シングル ¥10,000

サンルートホテル千葉 ２－S シングル ¥10,000

３－S シングル ¥11,000

３－T ツイン ¥10,000

４－S シングル ¥11,000

４－T ツイン ¥10,000

コービーホテル千葉 ５－S シングル ¥10,500

東横イン千葉駅前 ６－S シングル ¥7,800

７－S シングル ¥9,500

７－T ツイン ¥9,000

８－S シングル ¥12,500

８－T ツイン ¥10,000

９－S シングル ¥12,500

９－T ツイン ¥10,500

シュランザホテル １０－S シングル ¥10,500

１１－S シングル ¥12,000

１１－T ツイン ¥11,000

１２－S シングル ¥13,000

１２－T ツイン ¥11,000

１３－S シングル ¥10,500

１３－T ツイン ¥9,500

＊上記金額は税込みです。

●JR京葉線　千葉みなと駅
●千葉都市モノレール

＊京成ホテルミラマーレ
＊多人数予約可能

ホテルオークラ千葉

ポートプラザホテルちば

●JR千葉駅
（JR総武快速、JR内房線、
   JR外房線など）
●京成千葉駅
●千葉都市モノレール

●京成千葉中央駅

ダイワロイネットホテル
千葉駅前

ベッセルイン千葉

三井ガーデンホテル千葉

ダイワロイネットホテル
千葉中央

＊キューブホテル千葉
＊多人数予約可能

ご手配ホテル一覧表
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●講演会のご案内● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開会式 13 : 00 ～ （一般財団法人全日本ろうあ連盟 高齢部担当） 
 

1、講演会 （13 : 10 ～ 14 : 40） 

▼テーマ  

『ろうあ運動で  社会をかえる 

～ ろう者たちのくやしさ をバネに今がある ～』 

▼講師／山内 公平 氏（やまうち こうへい） 

▼プロフィール 
   ・13歳でストレプトマイシンによる副作用により失聴 
   ・1965年青森でろうあ運動に入る 
 

   青森県ろうあ協会 事務局長 
   東北ろうあ連盟長 
   一般財団法人全日本ろうあ連盟理事 組織部長 
   青森県聴覚障害者情報センター 所長 
   全国聴覚障害者情報提供施設協議会 理事長 
 
 

▼日時／2022年 10月 7日(金) 午後１時～（受付開始：１２時半） 

 

▼会場／千葉市ハーモニープラザ 1階 多目的ホール 

 

▼参加費／１，０００円        

2、講演会（15：00～16：15）

聞き手／目で聴くテレビ」のろうあキャスター

内容／目覚ましい進化を遂げたアイドラゴンⅣ、あらゆるジャンルが満載！

千葉聴覚障害者センター制作の映像が面白く、どの番組も手話・字幕付きで24時間
何回でも楽しめる！ 千葉聴覚障害者センター制作
の映像が面白い！凄い！ と注目 !「目で聴くテレ

ビ」の新進気鋭
のろうキャスタ
ーが聞き手とし
て登場し、映像
を紹介しなが
ら、ゲストと対
談！お見逃しな
く！

紹介する映像作品はこちら↓
ろうの愉快な映像文化をたっぷりとお楽しみ下さい！
＜上映作品＞
かみなり医者（狂言仕立ての物語！） 演劇

ろう者が戦争の時代を語る（これがろう者が見た生々しい歴史の事実！） 人物

蘇我つつうらうら（千葉ろう学校のルーツ、ろうの仲間の思い） ろう歴史

市川つつうらうら（全日本ろうあ連盟誕生秘話） ろう歴史

赤い陣羽織（木下順二作品で劇団九十九が演出 本格的な民話劇） 演劇

偽りの涙（タップダンスを取り入れた意欲的なミュージカル手話劇） 演劇

いつでも東京湾と生きていた（80歳を超えるろうあの老漁師の半人生） 人物

最近の「目で聴くテレビ」は面白い !

千葉の映像が魅力満載 !
千葉聴覚障害者センター制作の映像に

ついてさまざまなエピゾートや知られざる

秘話が今、明らかに !

全日本ろうあ連盟誕生秘話も聞ける！

「かみなり医者」

千葉ろう者劇団九十九「赤い陣羽織」

「市川つつうらうら」

「ろうあ漁師」
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▼日 時／2022年10月7日(金) 午後6時30分～9時（受付開始：午後6時）

▼会 場／京成ホテルミラマーレ ３階ローズルーム

▼参加費／8,500円（フリードリンク付き）

▼余 興／和太鼓（予定） 他 当日お楽しみにしてください。

▼案内マップ地図

本ろうあ連盟 理事長

●懇親会のご案内●

京成ホテルミラマーレ

京成電鉄の千葉中央駅に隣接したホテルで千葉

を代表するホテルの一つです。

2003年度に「バリアフリー化推進功労者表彰」

において内閣総理大臣賞をいただいており、人に

優しいホテルと定評のあるところです。

下記のスケジュールにてシャトルバスの運行を予定しております。

１便

16:30

16:40

16:50

17:00

１便 ２便

8:00 9:00

8:10着8:15発 9:10着9:15発

8:25着8:30発 9:25着9:30発

8:40 9:40

16:30 17:30

16:40 17:40

16:50 17:50

17:00 18::00

１便 ２便

8:00 9:00

8:10着8:15発 9:10着9:15発

8:25着8:30発 9:25着9:30発

8:40 9:40

16:30 17:30

16:40 17:40

16:50 17:50

＊道路状況などにより多少の時間変更があります。

千葉駅NTTビル前　着

【１０月９日（日）】

各乗降場所につきましては別途ご案内させていただきます。

キューブホテル千葉 発

千葉駅NTTビル前

京成千葉中央駅前

青葉の森公園 着

キューブホテル千葉 着

千葉駅NTTビル前

京成千葉中央駅前

青葉の森公園 着

京成千葉中央駅前　着

千葉駅NTTビル前　着

青葉の森公園　発

キューブホテル千葉 着

青葉の森公園　発

京成千葉中央駅前　着

キューブホテル千葉 発

【１０月７日（金）】

【１０月８日（土）】

ハーモニープラザ　発

京成千葉中央駅前　着

千葉駅NTTビル前　着

シャトルバスのご案内
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第３４回全国ろうあ高齢者大会 
 

【【日日  時時】】22002222年年1100月月88日日((土土))  1100  ::  0000  ～～  1144  ::  5500  

【【会会  場場】】青青葉葉のの森森公公園園  芸芸術術文文化化ホホーールル  

（（〒〒226600--00885522  千千葉葉県県千千葉葉市市中中央央区区青青葉葉町町997777番番地地11    

TTEELL  004433--226666--33551111））  

【【参参加加費費】】33,,550000円円（（大大会会誌誌・・記記念念品品））【【大大会会保保険険料料】】335500円円  

 

●●第第１１部部  大大会会式式典典 10 : 00 ～ 12 : 00 

 

司 会：一般財団法人全日本ろうあ連盟高齢部 常任委員   

１、開会のことば      一般財団法人全日本ろうあ連盟高齢部 常任委員 

２、歓迎のことば      社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会 理事長 

３、大会会長のあいさつ    一般財団法人全日本ろうあ連盟高齢部 部長 

４、主催者代表の挨拶      一般財団法人全日本ろうあ連盟 理事長 

５、表彰・感謝状贈呈 

（１）永年功労者表彰   

（２）前年度大会開催地への感謝状                        

６、長寿記念品贈呈 

７、来賓祝辞        千葉県知事                              

                  千葉市市長                              

８、来賓紹介  

９、祝電披露  

      （休 憩） 

１０、議事   議長団      一般財団法人全日本ろうあ連盟高齢部 代議員  

（１）基調報告  

（２）大会宣言(案)  

（３）大会決議(案)  
 

 

●●第第２２部部  アアトトララククシショョンン 13 : 00 ～ 14 : 50 

              司 会：第34回全国ろうあ高齢者大会実行委員会 

１、アトラクション   

① 講師 : 早瀬憲太郎氏 「咲む よもやま話」 
② 「二人羽織手話落語」「手指パフォーマンス」(出演団体:千葉ろう者劇団九十九) 
③ 「和太鼓＆踊り」(出演者: 銚子はね太鼓保存会)        

２、フィナーレ・引継ぎ式     愛媛県聴覚障害者協会高齢部 

３、閉会のことば           一般財団法人全日本ろうあ連盟高齢常任委員 

▼ アトラクション ▼
①早瀨 憲太郎氏(はやせ けんたろう)

         『咲む よもやま話』

▼プロフィール／奈良県出身。横浜市内でろう児対象の学習塾

を経営。東京都立大塚聾学校教育相談指導員として2歳児クラス

を担当。「ゆずり葉(2009年)」「生命のことづけ(2013年)」

「咲む(2020年)」の監督、脚本を務める。NHK「みんなの手

話」の講師を長年務め現在オリンピックパラリンピックの応援

番組のコメンテーターとしてリオ、平昌、東京、北京と出演

中。デフリンピックの自転車競技の日本代表として2013年ブ

ルガリア大会、2017年トルコ大会に出場。トルコ大会ではス

プリント6位入賞。現在デフリンピック2022年ブラジル大会日

本代表選手として強化に取り組んでいる。

② 千葉ろう者劇団九十九 代表／関内賢二氏

▼プロフィール／昭和５８年１月２９日、千葉県聴覚障害
者連盟文化部（現・芸術文化部）一組織として発足。誰に

でも楽しんで頂けるような芝居を創り上げ、ろう者の持つ

独特な表現力と手話を

最大限に活かした演劇

創造を目標にしてい

る。『九十九（つくも）』

とは「百まであとひと

つ…」。今回は、

『二人羽織手話落語』と『手話パフォーマンス』
を披露します。

③ 銚子はね太鼓保存会 代表／宮崎義政氏 『和太鼓＆踊り』

銚子は古くから祭が盛んなところです。祭りの際、

独特の動きで神輿を先導し、民衆に親しまれてきた

のが「はね太鼓」です。はね太鼓は、「二人の打ち手

が太鼓を担ぎ上げ、首とあばらで太鼓を支え、打っ

ては跳ね、跳ねては回り太鼓もろとも宙を舞う。極

め付けは寝かせ打ち。一人の担ぎ手が相手を倒し、

抱え込み、地に這わせ太鼓打ちまくる。」海の男の力

と技の太鼓です。

その異彩さから、３度の国立劇場「日本の太鼓」出演

を初め国内外の国際イベントに多数出演していま

す。マイケルジャクソン東京公演に協力し、本人よりアンコールをいただいた太鼓です。

二人羽織手話落語

手指パフォーマンス
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