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 平成 27 年 4 月 1日（水）、愛知県にもようやく全国で 50 番目となる「あいち聴覚障害者セン

ター」が開所しました。聴覚障害者や盲ろう者（目と耳に障害のある方）が生活していく上で必要

な、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の養成や派遣、日常生活の相談、字幕・

手話入りビデオ貸出事業、聴覚障害者向けＩＴ講座などの事業を行います。当センターは、特定非

営利活動法人愛知県難聴・中途失聴者協会、愛知盲ろう者友の会、愛知登録要約筆記者の会、愛知

県手話通訳問題研究会が連携しあい、一般社団法人愛知県聴覚障害者協会が設置・運営を担ってい

ます。 

 

4 月 1 日（水）のセンター開所式には、愛知県健

康福祉部障害福祉課課長 浅野博史様をはじめ、ご来

賓の皆様あわせて20名の方々にご列席頂きました。

そして、5 月 9 日（土）には全国から関係者をお招

きして、総勢 133名で披露式典を催しました。式典

では、愛知県知事大村秀章様（代理 浅野博史課長様）

より、「災害発生時における情報・コミュニケーシ

ョン支援の拠点としての機能を担っていただけるよ

う、期待している。」と、ご祝辞を頂きました。 

 

 

当センターには現在 7名の職員がいます。開所当

日から、連日派遣・相談依頼やビデオ貸出申込があ

り、職員は奮闘しながら業務にあたっています。課

題はたくさんありますが、これから関係機関と連携

しながら、災害発生時も含めた聴覚障害者への情報

提供を総合的に推進する拠点施設となれるように、

頑張っていきます。皆様方のご指導ご協力をよろし

くお願い申し上げます。 

 

 

 

 

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 

FAX：052-221-8663  TEL：052-228-6660 Mail: aichi.deaf.center@flute.ocn.ne.jp 
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 設置場所：桜華会館南館１階・２階 

 施設内容：大会議室、ボランティア活動室兼 

ビデオ・ＤＶＤライブラリー室、 

相談室兼印刷室、ビデオ編集室、 

団体交流室、事務室 

 開設年月日：２０１５年４月１日 

 

 

手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け 

通訳･介助員の養成事業 

手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け 

通訳･介助員の派遣事業 

 聴覚障害者（難聴者・盲ろう者含む）の 

日常生活相談、生活訓練等の生活支援事業 

 聴覚障害者向けＤＶＤの制作 

字幕や手話入りビデオ・ＤＶＤの貸出事業 

 聴覚障害者向けＩＴ講習会、サポート事業 

 聴覚障害者団体や手話サークル・要約筆記

サークル等が交流できる場所の提供（団体

交流室） 

 聴覚障害者や関係団体への情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

開館時間：９：００から１７：００ 

  休館日：日曜日 ・ 祝日 ・ 年末年始 

 

 

 

聴覚に障害のある方（盲ろう者含む）や聴こえ 

に不安を感じている方、その家族。聴覚障害に 

関心のある方。手話・要約筆記サークル等に参 

加している方。聴覚障害関係者及び団体。 

 

 

 

 

交通アクセス 

 地下鉄名城線「市役所」下車 ５番出口より  

徒歩８分 

 地下鉄鶴舞線「丸の内」下車 １番出口より  

徒歩 10 分 

 地下鉄桜通線「丸の内」下車 ４番出口より  

徒歩 15 分 

 市バス「外堀通」下車 徒歩 5 分 
 

事業紹介 

 
 

案内マップ 

 

 
 

ご利用案内 

 

 
 対象者 

 
 

あいち聴覚障害者センター 

施設概要 
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相談員 森本拓磨       はじめまして、相談員の森本拓磨です。生活、仕事、病気、通訳等で困った

ことがあったら、連絡ください。私も同じ耳の聞こえない相談員です。 

秘密は守ります。よろしくお願いします。 

 

要約筆記 養成・派遣担当   はじめまして、あいち聴覚障害者センターで要約筆記事業を担当します。 

    井川啓子      まだ、不慣れのため戸惑うことが多い日々ですが、一生懸命に楽しく業

務を行いたいと願っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

盲ろう者向け通訳・介助員   みなさん、こんにちは！ 盲ろう事業担当で自らも盲ろう者の(弱視難 

養成・派遣担当 小林功治  聴)の小林と申します。当事者の経験から県内の盲ろう者の生活を支え

られるように務めたいと思います。 

 

所 長 園田大昭   

総 務 吉井美樹  

手話通訳養成・派遣担当 宮川照代        

専任通訳者 加藤聖子（愛知県聴覚障害者協会より出向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

センター職員紹介 （新人職員ごあいさつ） 

 

 
 

事業予定 

 
 

・県要約筆記者養成講習会 

４月１２日（日）から２８年１月２４日（日） 

会場：ウィルあいち（全 20回） 

・県手話通訳者養成講習会 

６月２３日から２８年１０月末の毎週火曜日 

 会場：蒲郡市勤労福祉会館（夜）センター（昼） 

・盲ろう通訳・介助者養成（16日間） 

９月４日から１２月１８日の毎週金曜日  

・ＩＴサポート事業 約２０回 

日程：未定 

会場：あいち聴覚障害者センター・笑おう舎（予定） 

・手話通訳者研修 

日程：6/21（日）9/19日（土）11/21（土）2/21（日） 

･要約筆記者研修 

日程：9 月 20日（日）会場：あいち聴覚障害者センター 

   3 月 20日（日）会場：ウィルあいち 

･盲ろう通訳･介助員研修 

日程：５月２６日（火） 

・手話通訳者全国統一試験 

日程：１２月５日（土）会場：未定 

 

・要約筆記者全国統一試験 

日程：平成２８年２月２１日（日） 

会場：ウィルあいち 

・中途失聴者リハビリテーション講座（県委託事業） 

日程：8/30（日）11/29（日）2/28（日） 

・中途失聴者トータルコミュニケーション講座 

4/5（日）5/3（日）5/31（日）7/5（日）8/2（日） 

9/6（日）10/4（日）11/1（日）12/13（日） 

1/11（祝）2/14（日）3/6（日） 全日午前中のみ 

・センター手話通訳者登録面接会 

日程：６月２１日（土） 

・手話通訳のための公開講座（２回） 

日程：８月８日（土）・８月９日（日） 

・手話通訳者全国統一試験対策学習会 

日程：１１月３日（祝）・１１月７日（土） 

・講師研修会 

日程：６月２０日（土）・１１月１４日（土） 

 

＊会場の記載がないものは 

 あいち聴覚障害者センターにて 
 

７人で事業を進めています。 

よろしくお願いします。 



＜昭和 54年 8月 1 日 第三種郵便認可＞AJU 愛聴協2015年(平成 27年 1月 27日(火) 増刊 AJU通巻第 11677号 

 

3 

センター利用状況（4月分） 5 月 26日現在 

手話通訳者派遣（県・市町村派遣）件数    128件 

手話通訳者派遣（県・市町村派遣）人数    137 人 

手話通訳者派遣（センター派遣）件数     181件 

手話通訳者派遣（センター派遣）人数     384人 

要約筆記者派遣件数            10件 

要約筆記者派遣人数            24人 

盲ろう者通訳・介助員派遣件数        77 件 

盲ろう者通訳・介助員派遣人数               80人 

相談件数                          13件 

ビデオ・ＤＶＤ貸出件数                  12 件 

編集後記 

あいち聴覚障害者センターは新しい

スタートをきったが、センターのバリ

アフリーは不十分。聴覚障害者が利

用しやすいセンターにはまだまだ程

遠い。事業内容も含めて、よりよいセ

ンターづくりを皆と一緒に頑張る

ぞ。（Ｍ） 

 

字幕付映画情報 （6 月分） 

『脳内ポイズンベリー』  

イオンシネマ大高  

 (Tel : 052-629-2323 Fax : 052-629-3807) 

【字幕上映】6/6(土)～6/8(月) 

 

『イニシエーション・ラブ』  

ＴＯＨＯシネマズ名古屋ベイシティ 

(Tel : 050-6868-5005 Fax : 052-659-0113) 

【字幕上映】6/6(土)～6/8(月) 

 

ピカデリー 

 (Tel : 052-551-5461 Fax : 052-551-5462)   

【字幕上映】6/13(土)～6/15(月) 

 

『予告犯』  

ＴＯＨＯシネマズ名古屋ベイシティ 

 (Tel : 050-6868-5005 Fax : 052-659-0113) 

【字幕上映】6/20(土)～6/22(月) 

 

ミットランドスクエアシネマ 

(Tel : 052-527-8808 Fax : 052-527-8907) 

【字幕上映】6/27(土)～6/29(月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報コーナー 

 

 
 

愛知盲ろう者友の会より 

○6 月 1 日(月)から愛知盲ろう者友の会の事

務所が当センターに移転します。 

 

○第２４回全国盲ろう者大会７月３１日（金）～８

月２日（日）ツインメッセ静岡（静岡県静岡

市）で開催されます。 

 

マルチ商法に注意！！ 

《こんな言葉に注意しましょう》 

○新規購入者を紹介してくれたら、高いお金がも

らえます。 

○月に１００万円もらえます。 

○この商品は売れますよ。儲かります。 

  

契約した後でも解約できることもあります。困っ

たことがあったら、あいち聴覚障害者センター

までご相談ください。 

特定非営利活動法人 

 愛知県難聴・中途失聴者協会より 

○トータルコミュニケーション教室 

7 月 5 日（日）午前 10時〜12時 

あいち聴覚障害者センター大会議室（日本

語対応手話、読話を学びます。要約筆記の

情報保障がつきます。） 

参加費無料 

 

○リハビリテーション講座 

 8 月 30日（日）午後 1時〜4時 

 あいち聴覚障害者センター大会議室 

 「聞こえの支援機器を活用しましょう」 

 （音声認識ソフトや、簡易ループと 

集音マイクの活用について学びます） 


