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◆日程・会場  ※新型コロナウイルス感染症の影響により変更となる場合があります。 

回数 日程 会場 回数 日程 会場 回数 日程 会場 

１ 4/24（土） 中央公民館 １７ 8/17（火） 文化会館 ３３ 12/ 7（火） 文化会館 

２ 5/18（火） 中央公民館 １８ 8/24（火） 文化会館 ３４ 12/14（火） 中央公民館 

３ 5/25（火） 中央公民館 １９ 8/31（火） 文化会館 ３５ 12/21（火） 文化会館 

４ 6/ 1（火） 中央公民館 ２０ 9/ 7（火） 文化会館 ３６ 1/11（火） 文化会館 

５ 6/ 8（火） 中央公民館 ２１ 9/14（火） 文化会館 ３７ 1/18（火） 文化会館 

６ 6/15（火） 中央公民館 ２２ 9/21（火） 文化会館 ３８ 1/25（火） 文化会館 

７ 6/19（土） 文化会館 ２３ 9/28（火） 文化会館 ３９ 2/ 1（火） 文化会館 

８ 6/22（火） 文化会館 ２４ 10/ 5（火） 文化会館 ４０ 2/ 8（火） 文化会館 

９ 6/29（火） 文化会館 ２５ 10/12（火） 文化会館 ４１ 2/15（火） 文化会館 

１０ 7/ 6（火） 中央公民館 ２６ 10/19（火） 中央公民館 ４２ 2/22（火） 文化会館 

１１ 7/13（火） 文化会館 ２７ 10/26（火） 中央公民館 ４３ 3/ 1（火） 文化会館 

１２ 7/17（土） 文化会館 ２８ 11/ 2（火） 中央公民館 ４４ 3/ 8（火） 文化会館 

１３ 7/20（火） 文化会館 ２９ 11/ 9（火） 中央公民館 ４５ 3/15（火） 文化会館 

１４ 7/27（火） 中央公民館 ３０ 11/16（火） 文化会館 ４６ 3/22（火） 文化会館 

１５ 8/ 3（火） 中央公民館 ３１ 11/20（土） 文化会館 予備 3/29（火） 文化会館 

１６ 8/10（火） 文化会館 ３２ 11/30（火） 文化会館    

 草加市文化会館   草加市松江１－１－５ 

 草加市立中央公民館 草加市住吉２－９－１ 

 

◆時 間  火曜日 午後７時１５分～午後 ９時１５分 

土曜日 午前９時３０分～午前１１時３０分 

 

◆受講申し込み期間 

令和３年４月５日から４月１６日まで【必着】 

通訳者養成講座Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 手話 



 

◆目 的  厚生労働省手話通訳者養成カリキュラムに基づく講座を開催することで、 

      手話通訳者を養成し、もって聴覚障がい者福祉の向上を図ることを目的と

する。 

 

◆主 催  草加市、社会福祉法人草加市社会福祉協議会 

  

 ◆定 員  １５人 

   

◆回 数  全９２回 

      ※手話通訳者養成講座Ⅱ・Ⅲは令和４年４月から開催する予定。 

 

◆受講申し込み方法 

 

（１）申込期間 令和３年４月５日（月）から４月１６日（金）まで【必着】 

（２）別紙の［令和３年度草加市手話通訳者養成講座Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ受講申込書］に必要事項

を記入し、郵送または持参すること。 

（３）申込み先 社会福祉法人草加市社会福祉協議会 

 

受講申込書は、草加市社会福祉協議会ホームページから［令和３年度草加市手話通

訳者養成講座Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ受講申込書］をダウンロードすることもできる。 

 

 ◆受講審査と受講決定 

   申込み者に対し受講審査を行う。受講の決定については、全員に通知する。 

   

  ＜受講審査＞ 

   日 時：令和３年４月２４日（土）午前９時４５分～午後１時００分（予定） 

   受 付：午前９時３０分から９時４５分まで 

     （※受講審査の通知はしません。所定の時間内に受付をしてください） 

会 場：草加市立中央公民館 第２講座室 

   内 容：手話の読み取り・聞き取り表現 

   持ち物：筆記用具 

    

 

  

 

 

 



 

◆受講料 無料 ただし、テキスト代は自己負担とする 

 

◆テキスト 社会福祉法人全国手話研修センター発行 

      厚生労働省手話通訳者養成カリキュラム対応 

 

      手話通訳Ⅰ ホップ・ステップ・ジャンプ    ３,０８０円（税込） 

       手話通訳Ⅱ ホップ・ステップ・ジャンプ    ３,０８０円（税込） 

 手話通訳Ⅲ ホップ・ステップ・ジャンプ    ３,０８０円（税込） 

 手話通訳者養成のための講義テキスト〔改訂版〕１,９８０円（税込） 

     

◆その他   

（１）筆記用具やテキストは各自持参すること。 

（２）テキストは希望者からの申込みを受け、開講式当日に販売する。 

手話通訳Ⅱ・Ⅲのテキスト購入については、講座内で別に案内する。 

（３）その他不明な点は、社会福祉法人草加市社会福祉協議会へ照会すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問合せ・申込先＞ 

社会福祉法人 草加市社会福祉協議会 

〒340-0013 草加市松江１丁目１番３２号 

ＴＥＬ ０４８－９３２－６７７０ 

ＦＡＸ ０４８－９３２－６７８１ 

手話通訳担当 春 日 



令和３年度 草加市手話通訳者養成講座Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 受講申込書 

令和   年   月   日 

フリガナ  

性別 男 ・ 女 

氏 名  

生年月日 昭和・平成           年  月  日 年齢  歳 

住 所 

〒 

 

電話番号  FAX番号  

 

受講理由 

 

 

 

保育希望 

未就学児に限る 

有 ・ 無    

※有の場合、子供の年齢  歳 

 

手話講習会の受講歴 
有 ・ 無 

※有の場合 

・い つ 頃  

・会  場  

・講 習 名  

・テキスト「手話通訳Ⅰホップ・ステップ・ジャンプ」〔 有 ・ 無 〕 

    「手話通訳者のための講義テキスト改訂版」〔 有 ・ 無 〕 

 

※保育については新型コロナウイルス感染症拡大防止により利用施設で受け入れできない場合が 

あります。予めご了承ください。 


