
1 

 

 

 

 
一人一人の手洗いや咳エチケットがとても大切です。 
 
ドアノブや電車のつり革などに触れることで、 
自分の手にウイルスが付着してしまうこともあります。 
帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗ってください。 
 

くしゃみや咳のときに、ウィルスを含んだ

飛沫
ひ ま つ

が出ることがあります。マスク着用、

ハンカチなどで鼻と口を覆う、とっさの時

は袖や腕の内側で覆うなど咳エチケットを

して下さい。 

 
混雑した場所を避ける、人と離れて会話する、十分な栄養と休養をとることも重要。 
 
① 風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が 4 日以上続いている。 
② 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。 
③ 高齢者や基礎疾患等のある方は、風邪の症状や 37.5℃ 以上の発熱、 

または強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）が 2 日程度続く場合。 
 
上記に該当する方は、医療機関受診前に、 
右記へ FAX かメールでお問合せください。 
 
  

 
 

 
感染症対策に努め、 
冷静な対応をお願いします。 

 

センター事業は延期・中止になることがあります。詳しくは HP をご覧ください 
 

 

 

 

 

 

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 

愛知県保健医療局健康対策課 

設置時間：午前９時から午後５時まで 

FAX 番号：052-954-6917 

E-mai：kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp 

手話動画（２つ）見てね!! 
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補聴器購入にあたって注意喚起 （消費者庁より） 

クーリング・オフ 

 

 

 

これまでに補聴器関連で寄せられた消費生活相談から、以下の注意喚起事項が 

消費者庁より掲げられました。 

① 補聴器の購入の前に専門医に相談しましょう。 

 

 

② 補聴器は「認定補聴器技能者」などの専門知識・技術を持った

ものに調整（フッテイング）してもらうことが効果的です。  

 

③ 専門知識・技術を持った者がいる販売店

（認定補聴器専門店など）もあります。 

 

④ 店舗で補聴器を購入した場合や通信販売の場合、どれだけ高額の商品であったとし

ても、基本的に「クーリング・オフ」は適用されません。 

 

 

 

⑤ 難聴の方は、耳が聞こえにくいことで契約締結などの際に支障が生じることもあり
得ます。周囲の方の支援が重要です。   

 

おかしいと思ったら。心配なことがある場合は。 

一人で悩まず、愛知県消費生活総合センターへご相談ください。 

  

〒460-0001 名古屋市中区三の丸 2-3-2 愛知県自治センター1 階 

電話（052）962－0999 FAX（052）961－1317 

（月～金 9 時 00 分～16 時 30 分 土・日 9 時 00 分～16 時 00 分） 

 

※土曜日・日曜日を除き、手話通訳者により聴覚障害者の方の相談もお受けしています。 

手話通訳者が出張等により不在の場合もありますので、事前に予約していただくこ

とをお勧めします。 

補聴器店 
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あいち聴覚障害者センター自主製作DVD 作品できました 

ビデオライブラリーに新しい作品が入りました 

 

 

 

『手話ガイド「豊川稲荷」』 

 日本三大稲荷のひとつに数えられ、商売繁盛の神様 
 として全国的に知られる「豊川稲荷」の魅力を、 
手話ガイドで案内します。 
           （字幕入り・12 分） 
 

   出演  足立節子・石塚メイ子（手話ガイド） 

        愛知県聴覚障害者協会高齢部の皆さん 

協力 豊川市観光協会 

          

 

 『手話ガイド 豊川海軍工廠平和公園』 
 
アメリカ軍の B29 爆撃機による空襲により、2,500
人以上の方々が犠牲となった悲しい歴史が刻まれた
場所を手話ガイドでご案内します。 

（字幕入り・12 分） 
    

出演 都築義弘・山本雅史（手話ガイド） 
                     愛知県聴覚障害者協会女性部の皆さん                                 

                        協力 豊川市平和交流館  

 

 

 

 

●「動画で学ぶパワハラ１」（22 分） 「動画で学ぶパワハラ２」（36 分） 

 

●「ハートネット TV 故郷の言葉を守りたい ～日本の消滅言語～ 他」（29 分） 

 

●「ハートネット TV 日本の「盲ろう者」その歴史と未来 

ヘレンケラー没後 50 年に福島智が語る～ 他」（29 分） 

 

●「地球の声を聞こう 地震波がおしえてくれること 他」（30 分） 

 

●「きょうの健康 総点検！目の健康 1～４」（60 分） 

 

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。 

どの作品も 

手話つき 

だよ!! 
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情報コーナー 
 

利 用 状 況                                            3 月 20 日現在 

 1 月 2 月  1 月 2 月 

手話通訳者派遣（県・市町村派遣）件数 155 187 要約筆記者派遣件数  27 65 

手話通訳者派遣（県・市町村派遣）人数 159 195 要約筆記者派遣人数 40 96 

手話通訳者派遣（センター派遣）件数 124 147 盲ろう者通訳・介助員派遣件数  99 109 

手話通訳者派遣（センター派遣）人数 214 232 盲ろう者通訳・介助員派遣人数 104 113 

相談件数 8 37 ビデオ・ＤＶＤ貸出件数 4 1 

 

おしゃべりサロン お知らせ 

6/26(金) 13:30～15:30 

 あいち聴覚障害者センター 大会議室 

手話ができなくても、身振りや 

筆談を補助的に使い、難聴者や 

中途失聴者が、おしゃべりを楽しむ 

場です。周りに難聴者がいないと思ってい

る方に、ぜひ参加していただきたいです。 

お問合せ：愛難聴担当 白石清子 

 FAX ：0533-89-0070 

２０２０年度トータルコミュニケーション教室について （要約筆記つき） 

聞こえない人・聞こえにくい人・その家族を対象にした手話・読話講座です。 
聞こえを補うコミュニケーション手段の１つとして、手話などを学んでいきます。 
 

日時：2020 年 4 月 4 日（土）～2021 年 3 月 6 日（土） 
9 時 30 分～11 時 30 分  
（毎月第１土曜 開催 10 月 11 月は変更あり） 

会場：刈谷市中央生涯学習センター ４０６研修室 

     JR 東海道本線・名鉄三河線 刈谷駅南口より徒歩３分（連絡橋直結） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

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 

 

4 月は中止です 
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 

日本語字幕入り映画情報（４月分） 

※上映時間は未定、料金など詳細は HP で! 

 

『貴族降臨 －PRINCE OF LEGEND-』 

ミッドランドスクエアシネマ  

【字幕上映】4/5（日）～4/8（水） 

イオンシネマ大高  

【字幕上映】4/5（日）～4/8（水） 

 

 

 

『弥生、三月 ―君を愛した 30 年―』 

ＴＯＨＯシネマズ名古屋ベイシティ 

【字幕上映】4/12（日）～4/15（水） 

イオンシネマ岡崎  

【字幕上映】4/12（日）～4/15（水） 

ミッドランドスクエアシネマ  

【字幕上映】4/19（日）～4/22（水） 

イオンシネマ大高  

【字幕上映】4/19（日）～4/22（水） 


