聴覚や言語機能に障害のある方等、音声による 110 番通報が困難な方が、
スマートフォン、携帯電話を利用して文字や画像で全国どこでも 110 番通報
できるようになりました！
詳しくは愛知県警察のサイトをご覧ください。
愛知県警察 聴覚障害

※専用アプリのインストール及び使用者の事前登録が必要となります。
通信料金が発生しますので、ご注意ください。
スマホ・携帯電話 110 番

説明会のお知らせ

日時：2020（令和 2）年 3 月 13 日（金）
13：30〜15：30（受付 13：00〜）
場所：小坂井生涯学習会館 ３階研修室 （地図は次のページ参照）
参加費無料・申込不要
手話通訳・要約筆記・ヒアリングループつき
（実際に通報練習を行います スマホ・携帯電話をご持参下さい）
聴覚や言語に障害のある方など、音声による 110 番通報が困難な方が、通報するため
のものです！音声による 110 番通報が可能な方は電話で 110 番をお願いします。
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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スマホ・携帯 110 番通報説明会
至

会場：小坂井生涯学習会館

東岡崎

小坂井生涯学習会館

至

豊橋

交通方法
名古屋鉄道名古屋本線「伊奈駅」下車（東口徒歩約５分）＜豊橋行急行が停車します＞
豊川市コミュニティバスゆうあいの里小坂井線「小坂井支所バス停」下車（徒歩すぐ）

前回の スマホ・携帯電話 110 番説明会の様子
1 月 15 日（水）にあいち聴覚障害者センターにて、愛知県警察本部 地域部 通信
指令課 指令システム係担当をお招きし、スマホ・携帯電話で 110 番通報方法につい
て説明頂きました。
実際にソフトをダウンロードする方法から、
１つ１つパワーポイントを見ながら、ゆっくり
手順を確認し進めて頂いたので、とても分かり
やすい講座になりました。
ただ、通報のたびに、携帯電話番号とパスワードを入力しなければならなく、普段
電話をしない聞こえない人にとって、使いづらい課題もありますが、スマホ・携帯で
全国どこでも 110 番通報できるようになった意義はとても大きいです。
少しでもたくさんの人に知ってほしく、次回も企画（日程など 1 面参照）しました。
ぜひ友人誘い合わせて、ご参加お待ちしています。
参加者の声：アプリ１１０番について、操作体験に時間をかけながら、
イラストつきのパワーポイントでとてもわかりやすく
説明して頂けてよかったです。
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聴覚障害者がん検診のご案内
今年も「がん検診」を行います。検診の機会のない方、聞こえに不安のある方はどうぞ。
手話通訳と要約筆記がつきます。定員がありますのでお早目にお申込み下さい。
日時：2020 年 3 月 7 日（土） 受付時間 9：30〜10：00
会場：（公財）愛知県健康づくり振興事業団 総合検診センター 診療室
名古屋市昭和区永金町 1-1
TEL052-882-2961 FAX052-882-2963
交通案内：地下鉄鶴舞線「荒畑」駅下車 3 番出口 南へ徒歩・約 10 分
桜通線「桜山」駅下車 7 番出口 北西へ徒歩・約 15 分
健診内容・料金：
会場で行う検査 → 胃（920 円・定員 15 名）
乳腺（1,330 円・定員 20 名）
自宅で行う検査 （検体を自己採収し郵送する方法になります）
かくたん

→ 大腸（510 円） 子宮（1,240 円） 喀痰（810 円）
申込先・問い合わせ ：あいち聴覚障害者センター（田中）
FAX052-221-8663 TEL052-228-6660
・申し込み者には、後日、検診票を送付いたします。
・検診料は当日払い。（釣り銭のないようにしてください）
・大腸、子宮、喀痰検査のみの方は、採取器具と料金振込用紙
をご自宅へ郵送します。→３月中に事業団へ提出して下さい。

がん検診 申込票
申込期限 ２０２０年２月１２日(水)
以下の通り検診を申し込みます。
氏名

男

・ 女

住所
FAX 番号

受診項目

受診希望の項目に○をつけてください。
胃
（920 円）
大腸
乳腺 （1,330 円）
子宮
喀痰

(510 円)
(1,240 円)
(810 円)

FAX で申し込みの方は切り取らずにこのまま送信してください。
あいち聴覚障害者センター FAX０５２-２２１－８６６３
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情報コーナー

手話サロン お知らせ
「手話で楽しく語ろう!!」
日時：2020 年 2 月 18 日（火）
3 月 10 日（火）
13：00～16：00

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

場所：あいち聴覚障害者センター 大会議室
対象者：聞こえない人・聞こえにくい人
盲ろう者・聞こえる人 どなたでも
参加無料 申込不要（途中参加・退席自由）
（お菓子の差し入れ大歓迎）

2 月 9 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

きこえの相談会

お知らせ （要約筆記つき）

『補聴器の上手な使い方
～補聴器をより上手く使うためには～』
認定補聴器技能者 今井浩詞 氏
日時： 2020 年 2 月 23 日（日）
13：30～16：00
（13：00～受付）
会場：穂の国とよはし芸術劇場プラット
2 階 研修室（大）豊橋駅南口直結
対象者：きこえに不安を感じている方、
難聴・中途失聴者、

ｍail＠aichi-kenyogonet.lolipop.jp

巡回聴覚障害者センターのお知らせ
『介護保険ってなに？？』
～もし、転倒して動けなく
なった時、どうする？～
（※相談員が手話で
説明します）

その家族
2020（令和２）年 3 月 13 日（金）
10：30〜12：30（受付 10：00〜）
場所：小坂井生涯学習会館 3 階研修室
（名鉄名古屋本線 伊奈駅 徒歩 5 分）

きこえについて不安な方、店では聞きにく
いこと等 きこえに関する相談にのりま
す。（聴力測定できます）当日先着 4 名
※前回聴力測定されていない方を優先。
・補聴器装用体験、生活用具体験あります

参加無料 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

お問い合わせ：あいち聴覚障害者センター
※午後にスマホ・携帯 110 番説明会あり
利

用 状

FAX052-221-8663

況

1 月 20 日現在
11 月

12 月

手話通訳者派遣（県・市町村派遣）件数

165

201

手話通訳者派遣（県・市町村派遣）人数

183

手話通訳者派遣（センター派遣）件数
手話通訳者派遣（センター派遣）人数
相談件数

TEL052-228-6660

11 月

12 月

要約筆記者派遣件数

43

32

218

要約筆記者派遣人数

105

67

228

105

盲ろう者通訳・介助員派遣件数

118

116

365

177

盲ろう者通訳・介助員派遣人数

130

127

21

23

8

13

4

ビデオ・ＤＶＤ貸出件数

