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音声を文字に替える機器など、今は聴覚障害者にとって 

便利な生活用具はたくさんあります。様々な生活用具の紹介や 

その活用方法についてお話し頂きます。この機会に、ぜひご家族の方々と 

一緒にご参加ください。 

 

日時：2019（令和元）年 10 月 27 日（日） 
13：00〜15：30（受付 12：30〜） 

場所：刈谷市中央生涯学習センター 401 研修室  
名鉄・JR「刈谷」駅南口から徒歩 3 分（連絡橋直結） 

 

 
対象者：聞こえに不安を感じている方、難聴・中途失聴者、その家族 

定 員：40 名 

参加費：無料 （手話通訳・要約筆記・ヒアリングループつき） 

 

【プログラム】 

１３：００～ 

 ミニ講演「聴覚障害者に役立つ生活用具とは？」 

  講師：青木建人氏（株式会社自立コム 代表取締役） 

１４：３０～ 

 日常生活用具体験 

 （音を光や振動に変える機器・文字で伝える機器など） 

 

申込締切：2019 年 10 月 20 日（日） 当日参加も可能ですが、 

人数把握の為に事前にお申し込み頂けると助かります。 

 

 

 

 

 

 

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」をご覧頂けます 
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手話サロンの案内 

巡回聴覚障害者センターのご案内 

 

 

 

『 ミニ上映会 ＆ 手話で楽しく話そう！！ 』  

日時：2019（令和元）年 10 月 8 日（火）13：00～16：00 

場所：あいち聴覚障害者センター大会議室  

    

参加費無料 申込不要 （途中参加・退席可） 

 

会員の有無関係なく、聞こえる人・聞こえない人、誰でも参加できます。 

お気軽に来てください。 

 

2019 年度 手話サロン予定 

毎月第 2 火曜 13 時～16 時  

あいち聴覚障害者センター大会議室 
前回 手話サロンの様子 

 

 

 

テーマ 

『介護保険ってなに？？』 
～もし、転倒して動けなくなった時は、どうする？～ 

 

「転倒して、介護が必要になった時はどうする？」 

「介護保険のことが、わからない・・」 

「どこに相談したらよいかわからない・・」 

   

どうしたらよいか、相談員が手話で伝えます。 

 

日時：2019（令和元）年 11 月 8 日（金） 

10：30〜15：30（受付 10：00〜） 
場所：岩倉市生涯学習センター 研修室２ 

・名鉄犬山線「岩倉駅」東口 徒歩 1 分   

 
参加費無料 事前申込不要 誰でも参加できます 

手話通訳・要約筆記・ヒアリングループつき 

 

 

 

 

岩倉市生涯学習センター 
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聴覚障害者向け パソコン講座 報告 

盲ろう者に関するビデオの紹介 

 

 

 

『ワード・エクセルの基本的な操作を教えてほしい』、『スマホの便利な機能を知りたい』

などの要望に応え、聴覚障害者向けパソコン講座を計 3 回開催しました。 

パソコン関連会社で働く國吉氏を講師に迎え、手話でわかりやすく、どんな質問にも的

確に答えてくださりました。 

 

                         

パソコン講座の様子 

 

今後も引き続き、希望者を対象に個別パソコン講座を開催します。（日時は要相談） 

筆談や手話で説明しますので、聞こえにくい人方もどうぞお問い合わせください。 

 

 

 

 

当センターのビデオライブラリーでは、盲ろう者に関するものが 17 作品あります。 

今回は特にわかりやすくまとめられた 2 作品を紹介します。 

 

①タイトル 『盲ろう者の啓発ビデオ』 

盲ろう者とは？ コミュニケーション方法は？など盲ろう者の概要

がわかる入門的作品です。また、10 人の盲ろう者が出演しており、

一人ひとり異なるニーズを持つ盲ろう者の多様性が学べます。 

時間：22 分 

制作：神奈川盲ろう者ゆりの会  

 

 

⓶タイトル 『「見えにくさ」とともに生きる〜視聴覚に障害のある

アッシャー症候群の女性の歩み〜』 

単一の聴覚障害女性が人生の途中で盲ろうとなり、苦しみの時期を

経て、生きるよろこびを取り戻していくドキュメンタリー作品。 

適切な機器や支援があれば、盲ろう障害を持ってしても人生を楽し

むことができると訴えています。 

時間：13 分 

制作：東京都盲ろう者支援センター 

 

 

DVD を借りたい方は当センターまで連絡下さい（貸出期間は 2 週間）。 

        郵送で貸出・返却もできます。詳しくはお問い合わせ下さい。 
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情報コーナー 
 

利 用 状 況                                          9 月 20 日現在 

 7 月 8 月  7 月 8 月 

手話通訳者派遣（県・市町村派遣）件数 247 183 要約筆記者派遣件数  21 23 

手話通訳者派遣（県・市町村派遣）人数 261 197 要約筆記者派遣人数 55 62 

手話通訳者派遣（センター派遣）件数 171 127 盲ろう者通訳・介助員派遣件数  118 133 

手話通訳者派遣（センター派遣）人数 285 216 盲ろう者通訳・介助員派遣人数 137 182 

相談件数 23 28 ビデオ・ＤＶＤ貸出件数 15 15 

                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

10 月 13 日（日） 
13：00～15：30（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 
 FAX：052-846-5741  

TEL：052-846-5740 
ｍail＠aichi-kenyogonet.lolipop.jp 

日本語字幕付映画情報 （10 月分） 

※上映時間は未定、料金など詳細は HP で! 

『記憶にございません』 

ミッドランドスクエアシネマ・イオンシネマ大高 

10/6（日）～10/9（水） 

 

 

 

『HELLO WORLD』   

ＴＯＨＯシネマズ名古屋ベイシティ・ 

イオンシネマ岡崎  

10/6（日）～10/9（水） 

ミッドランドスクエアシネマ・イオンシネマ大高 

10/14（祝）～10/17（木） 

 

愛知盲ろう者友の会より 

「秋のハイキング 常滑へ行こう」 

日時：10 月 14日（祝）10：30～14：30 

場所：名鉄常滑駅改札前 集合 雨天決行 

参加費：非会員 30円（ボランティア保険代） 

内容： レンガ造りの煙突や窯、黒塀の工場等

ハイキングコース 1.6キロ歩きます。 

    昼食はレストランで食べる予定。 

持ち物：身体障害者手帳 

定員：３５名 

締切：10 月 6日（日） 

 

「美味しい魚料理を食べに行こう！」 

日時：11 月 23日（祝）10：00～15：00 

場所：南知多 ホテル日吉苑 

   金山駅大テレビ前 9：50 集合 

参加費：会員 5,500 円 非会員 6,000円 

内容： みんなで昼食。美味しく楽しく交流し

ます。ホテルまでバス送迎あります。 

定員：３0名 

締切：11 月 16日（土） 

 

申込先：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 

知多地区筆談啓発交流会 

「文字でバリアフリー交流を」 

日時：2019 年 11月 2 日（土） 

   13：00～15：00 

場所：知多市福祉活動センター内 大会議室 

参加費：無料 

お問合せ：愛難聴担当 青木靖一 

 FAX ：0562-55-8814 


