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相手とビデオ通話する方法がわからない。 
    手話動画を見る方法がわからない。 
     どうしたら見られるようになるか話します。 
 

 

  日時：6 月 18 日（月） 
13：30～15：30（13：00～受付） 

  場所：あいち聴覚障害者センター 2 階 大会議室 
     （地下鉄 市役所駅下車 5 番出口より 徒歩 10 分） 

     （地下鉄 丸の内駅下車 1 番出口より 徒歩 10 分） 
 
   持ち物：スマホ タブレット端末 
   

対象：聴覚障害者 
 
参加費無料 申込不要 
 

   （要約筆記・ヒアリングループつき） 
 
           
 
          体験する内容によって 

通信料がかかる場合があります。 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

発行元： あいち聴覚障害者センター 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会  

〒460-0001 名古屋市中区三の丸 1-7-2 桜華会館１階 

FAX052-221-8663  TEL052-228-6660   

Mail: aichi.deaf.center@flute.ocn.ne.jp  

QRコードで「ホームページ」「Facebook」をご覧になれます 

手話動画が見られるよ 
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仕事で悩んだ時はどうしたらよいか・・？ 
 

 

 

例えば、どんな仕事の悩みがあるのか・・ 

 

●会社が、賃金・残業代を払ってくれない 

●聞こえないことを周りに理解してもらえない 

●研修や会議の情報保障（手話通訳・要約筆記）について 

相談に乗ってもらえない 

●上司からのセクハラ,パワハラで精神的にまいっている 

●会社から、突然解雇と言われた 

●パート・アルバイトには有給休暇がないと言われた  ・・など 

 

愛知県では、職場の困りごと、悩み事など労働に関するトラブルについて解決を 

サポートします。「労働相談窓口」は県内 8 ヶ所に設けています。 

 

あいち労働総合支援フロア労働相談コーナー FAX052-563-7400 

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 4-4-38 愛知県産業労働センター17 階 

相談時間 月～金曜 9：30～18：00、土曜 10：00～17：00 

東三河総局企画調整部産業労働課 相談時間 月～金曜９：３０～１７：３０ 

〒440-8515 豊橋市八町通 5-4（県東三河総合庁舎 2 階） 

東三河総局新城設楽振興事務所山村振興課 相談時間 月～金曜９：３０～１７：３０ 

〒441-1365 新城市字石名号 20-1（県新城設楽総合庁舎 2 階） 

尾張県民事務所産業労働課 相談時間 月～金曜９：３０～１７：３０ 

〒460-8512 名古屋市中区三の丸 2-6-1（県三の丸庁舎 4 階） 

尾張県民事務所海部県民センター産業労働課 相談時間 月～金曜９：３０～１７：３０ 

〒496-8531 津島市西柳原町 1-14（県海部総合庁舎 1 階） 

尾張県民事務所知多県民センター産業労働課 相談時間 月～金曜９：３０～１７：３０ 

〒475-8501 半田市出口町 1-36（県知多総合庁舎 1 階） 

西三河県民事務所産業労働課相談時間 月～金曜９：３０～１７：３０  

〒444-8551 岡崎市明大寺本町 1-4（県西三河総合庁舎 2 階） 

西三河県民事務所産業労働課 豊田庁舎豊田加茂産業労働・山村振興グループ 

相談時間 月～金曜９：３０～１７：３０ 

〒471-8503 豊田市元城町 4-45（県豊田加茂総合庁舎 2 階） 

他に巡回労働相談（事前予約制）もあります。 

詳しくは愛知県の HP に載っています。 

 

 市町村で手話通訳派遣依頼をして下さい。 

 

愛知県 労働相談 
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盲ろう者向け パソコン機器講習 

 

             第 14 回 巡回聴覚障害者センター  
テーマ 

『仕事、お金、家族、お墓のことで困った時はどうしたらよいか？』 
 

「仕事のことで悩んでいる」 

     「お金・お墓のことが心配・・」 

     「家族とうまくいかない・・」 

           

「なるほど！」いい話をたくさん聞いてみよう！！ 

 

日時：平成 30 年 7 月 13 日（金） 

10：30〜15：30（受付 10：00〜） 

場所：半田市福祉センター 2 階 社会適応訓練室 
（名鉄河和線「知多半田駅」下車 徒歩 3 分） 

   

参加費無料 事前申込不要  
手話通訳・要約筆記・ヒアリングループつき 

                

                

 

 

 

『基本的な操作を教えてほしい』、『インターネットやメールをやってみたい』など、 

初心者を対象にパソコン、点字ディスプレイの個別講習を行います。 

 
1 期  間   平成 3１年 3 月 3０日（土）まで 
2  内  容   点字ディスプレイや音声読み上げや拡大・色変換の機能のあるパソコ

ンを使い、基本操作やインターネット、メールを学びます。 
                ※応用的な内容は対象外となります。 
3  対  象  愛知県に住む盲ろう者 （受講料は無料です） 
                  ※初めての人を優先させて頂きます。 
４ 時 間 数  1 回 2 時間 ※回数は相談させていただきます。 
５  会  場  あいち聴覚障害者センター 
６  申込〆切  平成 30 年５月９日（月） 

 

＜上記講習のお問合せ・お申込みは…＞ 

 申込方法  FAX またはメールにてお名前・ご連絡先を 

お知らせ下さい。受講日程のご連絡をいたします。 

 お問合せ、 あいち聴覚障害者センター担当：小林 

  申込先   FAX : 052-221-8663 / TEL : 052-228-6660 

        Mail : aichi.deaf.center@flute.ocn.ne.jp 

手話動画が見られるよ 
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利 用 状 況                                          5月 20日現在 

 3 月 4月  3 月 4月 

手話通訳者派遣（県・市町村派遣）件数 139 198 要約筆記者派遣件数  32 25 

手話通訳者派遣（県・市町村派遣）人数 147 211 要約筆記者派遣人数 77 50 

手話通訳者派遣（センター派遣）件数 176 326 盲ろう者通訳・介助員派遣件数  106 107 

手話通訳者派遣（センター派遣）人数 277 679 盲ろう者通訳・介助員派遣人数 114 115 

相談件数 34 44 ビデオ・ＤＶＤ貸出件数 7 7 

 

情報コーナー 
 

愛知盲ろう者友の会より 

6月定例会のお知らせ 

「ボウリング交流会」 

日時：6月 16日（土） 

10時～15時（予定） 

行き先：稲沢グランドボウル 

待ち合わせ：JR稲沢駅改札口前 9：40 

参加費：会員 1,100 円 非会員 1,300 円 

持ち物：身体障害者手帳 

定員：50名 

締切：6月 9日（土） 

 ※当日キャンセルされても参加費は頂きます 

申込・問合せ先：愛知盲ろう者友の会事務所 

FAX052-228-6661   

                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

特定非営利活動法人  

   愛知県難聴・中途失聴者協会より 

○愛難聴同好会のご紹介 

手芸､書道､絵手紙､ 

文芸同好会があります。 

どなたでも 

ご参加いただけます。 

 

 

お問い合わせ：愛難聴事務局 白石清子 

 FAX 0533-89-0070 

mail：npoainantyou@yahoo.co.jp 

高齢者と障害のある人のための 

         なんでも相談会 

＜予約なし＞＜制限時間なし＞＜無料＞ 

気軽にご相談下さい。（手話通訳あります） 

要約筆記が必要な方は事前にご相談下さい 

6 月 10 日（日） 

13 時～15 時半（受付） 

愛知県司法書士会館 

（金山駅南口徒歩 5 分） 

熱田区新尾頭 1-12-3 

主催：あいち権利擁護ネットワーク 

連絡先：司法書士 勝見事務所 

 FAX052-846-5741 TEL052-846-5740 

Mail＠aichi-kenyogonet.lolipop.jp 

愛知県聴覚障害者協会より 

〇第 35回愛知県聴覚障害者大会のお知らせ 

日時：7月 1日（日）10 時～16時半 

場所：豊田市福祉センター 

  （豊田市駅前から無料シャトルバス） 

参加費：前売券会員（協会/通研）1,500 円 

会員以外 2,000円 

当日券会員（協会/通研）2,000 円 

        会員以外 2,500 円 

 

愛知県聴覚障害児・者実態調査 ご協力お願い 

 耳が聞こえなくて困っていること、不安に思っ

ていることをまとめて、行政に届けます。 

アンケート記入に協力して頂ける方は、下記ま

でご連絡ください。（2018 年 12 月まで） 

 

愛知県聴覚障害者協会事務局まで 

FAX052-221-8154 TEL052-221-8545 

Mail: a18154@sage.ocn.ne.jp 

mailto:a18154@sage.ocn.ne.jp

