
1978年～1989年 01
年 月日 仙台市聴覚障害者協会の動き 仙台市の出来事 社会情勢・出来事

6/20 有志集会
再建総会準備について話し合い

7/9 再建総会
会則・説明・役員紹介

7/28 第1回日曜教室スタート
「水泳研究会」

8/13～15 旅行会（黒部・志賀髙原方面）
9/30 理容部加入説明
10/22 第1回仙聴障者ソフトボール大会
1/7 新成人を祝うつどい
2/17 東北放送「伸びゆく仙台」出演

（障害を乗り越えて、松本克之夫婦と子供たち出演）

3/18 定期総会
初代会長　中原昭三氏 「仙台聴力障害者福祉会」

7/15 青年部新設
2/18 仙台聴力障害者理容支部総会
3/16 定期総会及び映画会
3/23 青年部総会
5/11 婦人部設立総会
5/18 第1回市長杯争奪ソフトボール大会
12/22 市より国際障害者緊急カード寄贈
3/15 第4回定期総会
4/24 市より手書き電話器　贈呈
3/21 定期総会
8/13 黄色ハンカチ運動　市内パレート参加
8/16 「聴障仙台の福祉を考える」懇談会
9/30 仙台市と仙台聴力障害者福祉会懇談会
3/13 定期総会
5/15 仙聴障ニュース第1号発行
8/29 仙台市との懇談会
9/29 東北電々公社より「電話お願い手報」寄贈
11/3 仙台市民まつり「黄色ハンカチ運動」パレード参加
3/18 定期総会
6/7 仙台宮城野ライオンズクラブより活動助成物品寄贈
7/19 仙台市民聴覚障害者ファクシミリ開通式
11/3 仙台市民まつり参加・市内パレード
11/20 故島野武市長の仙台市葬参列
3/17 定期総会
11/3 仙台市民まつりキャップハンディコーナー参加
12/4 聴覚障害者相談員及び

仙台聴力障害者福祉会研修会
科学万博（つくば博）
日本航空ジャンボ機が御
巣鷹山に墜落

3/16 定期総会
2代会長　北浦守氏 「仙台市聴覚障害者協会」

3/31 仙台市政令指定都市推進協議会
1987
（昭和62）

2/15 定期総会 地下鉄南北線開業
未来の東北博覧会開催
宮城町を編入

国鉄分割・民営北JRス
タート

1988
（昭和63）

8/4 仙台市長と懇談会 泉市、秋保町を編入
人口88.8万人、面積788km²

リクルート
本州と北海道を結ぶ青函
トンネル開業
瀬戸大橋開通

2/19 定期総会

10/4 （財）仙台市身体障害者福祉協会との懇談会

1989
（平成元）

1978
（昭和53）

彫刻のあるまちづくりスタート
宮城県沖地震（M7.4）発生仙
台で震度5、死者13名

1979
（昭和54）

「防災都市宣語」
歴史民俗資料館開館
瑞鳳殿落成

第2次オイルショック
第11条改正公布

地下鉄工事着工
戦災復興記念館開館
仙台南部道路（長町～仙田）
共用開始　東北新幹線（盛岡
～大宮）開業

1980
（昭和55）

新市立病院完成
長春市（中国）と友好都市提携

イラン・イラク戦争勃発

1981
（昭和56）

1982
（昭和57）

神戸ポートピア'81開会

ホテル・ニュージャパン
（東京・水田町）火災
日航儀が羽田着陸に失敗

1984
（昭和59）

1985
（昭和60)

新博物館開館
台風10号豪雨被害

伊豆大島の三原山大噴
火障害福祉年金から障害
基礎年金改定

1983
（昭和58）

仙台酒塘路（広瀬通～仙台宮
城IC）開通

東京ディズニーランド開
園日本海中部地震

グリコ森永事件
身体障害者福祉法改正

仙台市体育館開館

男女雇用機会均等方法
成立

東北新幹線上野乗り入れテレ
トピア・モデル都市指定

1986
（昭和61）

昭和天皇崩御
美空ひばり　死亡
消費税スタート
天安門事件

政令指定都市としてスタート
（人口89.6万人）
市政100周年
'89グリーンフェアせんだい開
催



1990年～2000年 02
年 月日 仙台市聴覚障害者協会の動き 仙台市の出来事 社会情勢・出来事

3/18 定期総会
3代会長　神山幸司氏 「仙台市聴覚障害者協会」

10/13～14 手話サークル懇談会

11/3～4 「四つの終止符」上映会

3/17 定期総会
6/28～30 「四つの終止符」上映会
7/11 仙台市と懇談会
7/20 ネパールろう者ゴクールさんの歓迎会
9/13～16 全国政令指定都市会議（北九州）
12/13 「聴障仙台ニュース」の第三種郵便物が認可（その後

「聴障宮城ニュース」改名）

3/15 定期総会
7/18・19・22 参議院議員挙政見放送ビデオ通訳付上映会
9/19 全国政令指定都市会議及び　ソフトボール大会（仙台）

4/18 定期総会
4代会長 菱沼恒氏 「仙台市聴覚障害者協会」

8/22 仙台市長選挙 / 個人演説会（手話通訳付）
11/5～7 全国身体障害者スポーツ大会（徳島）

仙台市女子バレーチーム派遣

4/17 定期総会
7/10 臨時総会（予算書の一部変更）
11/17～18 全国身体障害者スポーツ大会

仙台市女子バレーチーム銅メダル獲得

3/19 定期総会
7/4～11 中国視察研修会
10/13 仙台市に対する交渉
3/17 定期総会
11/26 聴覚障害者福祉相談員及び

聴覚障害者地域世話人研修会

3/16 定期総会
4/23 大泉鉄之助議員との懇談会
7/21 仙台市長立候補者の初合同個人演説会

3/15 定期総会
4/1 協会事務所新設置（仙台市福祉プラザ）
7/12 創立20周年記念式典

4/18 定期総会
5代会長 松本克之氏 「仙台市聴覚障害者協会」

5/20 手話通訳者養成講座開講
6/30 (財)日本障害者リハビリテーション協会より

ディジタルビデオ入力編集システム機器設置

4/16 定期総会
6/6 せんだいメディアテーク建設の意見交換
11/10 第8回仙台市身体障害者ゲートボール大会

仙台市聴覚障害者協会ゲートボール優勝

1995
(平成7)

1996
(平成8)

1997
(平成9)

1998
(平成10)

1999
（平成11）

1990
（平成2）

1991
（平成3）

1992
（平成4）

1993
(平成5)

1994
(平成6)

2000
（平成12）

仙台スタジアムオープン
国際ゆめ交流博覧会開催
LNG基地完成、タンカー初入港
仙台空港ターミナルビル全面オー
プン
ダラス市（アメリカ合衆国）と友好
都市提携

消費税　税率5％へ引き
上げ
神戸児童殺傷事件
山一證券　拓殖銀行倒産

情報・産業プラザオープン
新武道館・青葉体育館開館
江沢民中国家主席来仙　仙台空
港の3000m滑走路共用開始

長野オリンピック開催

仙石線地下新線開業・あおば
通訳開設

介護保険制度全施行
白川英樹博士ノーベル賞
受賞

仙台文学館開館
人口100万人達成
市民サポートセンター設置
太白区文化センター開館
ISO14001認証取得

茨城健東海村臨界事故

仙台東部道路
（仙台東～仙台空港）共用開始
仙台南部道路
（長町～仙台若林JCT）共用開始
福祉プラザ開館

米輪入自由化

仙台都市総合研究機構設立
リサイクルプラザ開館

阪神・淡路大震災
オウム真理教事件

「環境基本条例」
「ひとにやさしいまちづくり条
例」制定
地域の森ミュージアム開館

薬害エイズ事件

仙台空港に初の国際定期便
（ソウル便）就航
青年文化センター、新科学館、
こども宇宙館開館
インターハイ開催

東西ドイツ統一
NHKテレビ「手話講座」と
「聴覚障害者向けニュース」
放送開始
大阪で「花の万博」
身体障害者福祉法政改定に
伴う視聴覚障害者情報提供
施設の法制化
湾岸戦争勃発

若林区文化センター開館 皇太子さま、雅子さん結
婚の儀
北海道南西沖地震
「アジア太平洋障害者の
10年」発足

東北新幹線東京駅乗り入れ
「情報公開条例」制定
市立病院救急センター、仙台
サンプラザ、広瀬文化セン
ター、仙台国際センター開館
第1回仙台ハーフマラソン大会
開催

ソビエト社会主義共和国
連邦崩壊
雲仙・普賢岳で火砕流発
生

地下鉄南北線、泉中央駅まで
延伸
シルバーセンター、健康増進セ
ンター開館

東京佐川事件
「国連障害者の10年」最
終年　　国連平和維持活
動協力法成立



2001年～2008年 03
年 月日 仙台市聴覚障害者協会の動き 仙台市の出来事 社会情勢・出来事

1/21 「平成12年度ろうあ新成人を祝うつどい」成人対象参
加者の諸事情より中止

4/15 定期総会
7/21 仙台市長選挙候補者主催

手話通訳付き合同演説会

8/31 仙台身体障害者福祉大会
松本会長が仙台市長賞詞を受賞

10/27～29 第1回全国障害者スポーツ大会（仙台市）開催
11/7 仙台市医療福祉専門学校手話コース

学生ろう者家庭への奉仕活動訪問開始

4/21 定期総会
5/21 仙台市との話し合い
6/9・8/24 「アイ・ラブ・フレンズ」上映会

4/20 定期総会
10/ 待望のテレビ電話設置。遠くの人と手話で会話ができ

事務連絡もスムーズになる

1/18 ろうあ新成人を祝うつどいに180名の参加あり、砂田ア
トム氏を交えての交流会では大いに盛り上がる

4/18 定期総会
5/ 聴覚障害者の暮らしを守るため仙台市より津波情報伝

達システムが整備

6/18～20 七々浜町で開催された「東北ろうあ者体育大会」実行
委員の協力

9/ 福祉は大きな変革の時間「三位一体改革」の問題が取
り上げられる

12/ フレッツフォン（テレビ電話）は、新しい通信手段でス
ムーズ使い方も簡単、ラクラクで楽しめる

4/17 定期総会
7/28 仙台市長選手話通訳付き合同個人演説会
9/17～18 政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会（仙台）

11/18 仙台市との情報交換
4/16 定期総会
11/29 仙台～台南　障害者親客スポーツ

国際交流in仙台

3/4 第42回耳の日記念手話まつりを仙台市で開催
4/15 定期総会
8/3～5 第40回全国手話通訳問題研研究集会（仙台市）の実

行委員の協力

4/20 定期総会及び仙台市長との懇談会

7/20 創立30周年記念式典

2005
（平成17）

2006
（平成18）

2007
（平成19）

2008
（平成20）

岩手・宮城内陸地震仙台カップ・国際ユースサッ
カー大会開催

2001
（平成13）

2002
（平成14）

2003
（平成15）

2004
（平成16）

台南市（台湾）と交流促進協定
締結都市提携

障害者自立支援法施行

地下鉄東西線工事着工

仙台城跡国史跡指定
仙台カップ。国際ユースサッ
カー大会開催

イラク戦争勃発
支援費制度スタート

第1回グリーン購入世界会議
開催

新潟中越大震災
スマトラ島沖地震

オウル（フィンランド）と産業振
興協定締結都市提携

光州広域市（韓国）と国際姉妹
都市提携

子柴昌俊博士ノーベル物理
学賞　田中耕一さんノーベル
化学賞受賞
北朝鮮拉致被害者5名帰国

せんだいメディアテーク開館
慶長遺欧使節関係資料国宝
指定

NY世界貿易センタービ
ルに旅客機が激突


