高齢聴覚障害者が安心して通える場を！！
高齢聴覚障害者はデイサービスや老人ホームでも、
を！！
会話の中に入ることができず、寂しい思いをする人もいます。
どうしたらいいのだろう？地域でできることは何か？皆で学びませんか。

日時：2016 年 11 月 19 日（土）14 時〜16 時（13 時半～受付）

テーマ：「高齢聴覚障害者の通う場が欲しい！」
講師：笑おう舎(東三河聴覚障害者支援事業所)
所長 足立節子
場所：尾張旭中央公民館 303 会議室
交通手段：名鉄瀬戸線「尾張旭駅」下車 徒歩 8 分
手話通訳・要約筆記つき 参加費無料です！
（聞こえる人も参加できます。
）

聴覚障害相談のご案内
聴覚障害に関わる「困ったこと」や「悩み」を持つ人（「聞こえる人」も）の
相談にのります。手話で相談もできます。
日時：2016 年 11 月 19 日（土）
場所：尾張旭中央公民館

９時 30 分〜１２時 30 分

303 会議室

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
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特集：「難聴者・中途失聴者とは」
～要約筆記は文字による通訳～
難聴・中途失聴者は聞こえの個人差が大きく、自分に
適した方法を組み合わせてコミュニケーションをとって
います。難聴・中途失聴者の大きな特徴は、話せるけれど聞こえ
ないということがあり、人が多く集まる場で顕著に表れます。
手話の分かる人が少なく、補聴援助システム(拡声器や磁気誘導ループ等)を使
っても、聞き取れない場合が多々あります。そこで文字による伝達が必要にな
り、発言者が板書することで会議などを進めたことから、
「要約筆記」が生まれ
ました。
プロジェクターを使ってスクリーンに映す全体投影は、難
聴・中途失聴者が大勢いる場で利用され、講演会などでは聴覚
障害者だけでなく、一般の方に見ていただく機会も増えてきま
した。また病院受診や学校行事などの個人的な利用では、難聴
者の隣りで紙に書いたり、パソコンモニターに入力文字を表出
したりする「ノートテイク」という方法もあります。
愛難聴では、あいち聴覚障害者センター事業の要約筆記者の
養成に力を入れています。
最近では音声を文字変換できるアプリができてきましたが、
講演会などで長時間、すべての言葉を文字で読み続けることは
とても疲れ、大変です。誤変換もあり、聞こえる人には「間違い」と分かります
が、聞こえない人にとっては意味が通じないので、思考が止まる原因になりま
す。普及にはもう少し時間がかかりそうです。音声入力に滑舌の良さが必要なこ
とから、聴覚障害者が使うより、健聴者がこのアプリを使用して聴覚障害者に話
しかける(見せる)ことで、情報伝達に役立ちます。
（記：白石清子）

難聴・中途失聴者の集まりです。
関心のある方、お問い合わせはこちらまで・・
NPO 法人 愛知県難聴・中途失聴者協会 事務局 白石清子
連絡先/ FAX:0533-89-0070
ｍail：npoainantyou@yahoo.co.jp
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パソコン講座のお知らせ

パソコンの基本的な操作等について、講師が手話でわかりやすく
説明します。少人数で初心者でも安心して受けられます。
（要約筆記希望の方も下記までご連絡下さい。）
ワード初級

①10 月 12 日（水）13 時～17 時
②10 月 29 日（土）13 時～17 時
エクセル初級 ③11 月 16 日（水）13 時～17 時
④11 月 26 日（土）13 時～17 時
パワーポイント⑤12 月 17 日（土）13 時～17 時
⑥12 月 24 日（土）13 時～17 時

あいち聴覚障害者センター
笑おう舎
あいち聴覚障害者センター
笑おう舎
あいち聴覚障害者センター
笑おう舎

お問い合せ及びお申し込み先：あいち聴覚障害者センター 担当 森本・吉井
〒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

臨時給付金知っていますか？

給付金を受け
取るためには
申請が必要です

市町村から通知がきたら、申請書に記入して
役所に提出して下さい。
（締切日は市町村によって違います。
書き方がわからない時は役所に聞いてね）
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特定非営利活動法人

情報コーナー

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 要
○ 無
○
～日本語対応手話、読話を学びます～

高齢者・しょうがいのある人の困りごと
なんでも相談会
＜予約なし＞＜制限時間なし＞＜無料＞

日時：10 月 2 日（日）10 時〜12 時
11 月 6 日（日）10 時～12 時
場所：あいち聴覚障害者センター２階大会議室

気軽にご相談下さい。（手話通訳あります）

要
〇福祉実践教室（要約筆記）学習会 ○

10 月 10 日（祝）
13 時～15 時半
愛知県司法書士会館

日時：10 月 23 日（日）10 時 30 分～15 時 30 分
場所：あいち聴覚障害者センター2 階大会議室
参加費：500 円 10 月 9 日申込締切

（金山駅南口徒歩 5 分）
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

〇第２回リハビリ講座 要
○
～何でも語ろう会～ ～游字アートを楽しもう～
日時：11 月 20 日（日）10 時 30 分～15 時 30 分
場所：イーブルなごや２階生活科学研修室

愛知県聴覚障害者協会より

游字アートのみ材料費 500 円頂きます。

〇新刊の本が入りました
「MIMI 季刊みみ 第 153 号」

お問い合わせ：愛難聴事務局 白石清子

～特集 手話通訳の現状と未来～

FAX:0533-89-0070

一般財団法人全日本ろうあ連盟 編集

npoainantyou@yahoo.co.jp

要 ：要約筆記有 ○
無 ：参加費無料
○

2016 年秋号 770 円（税込）
年間購読料（送料込）3416 円（税込）

愛知盲ろう者友の会より

〇11 月定例会のお知らせ

「聴覚障害者への合理的配慮とは？」

「スポーツ」＆「交流会」

一般財団法人全日本ろうあ連盟
2016 年発行

11 月 19 日（土）10 時～15 時 ９時半受付

864 円（税込）

場所：名古屋市障害者スポーツセンター
持ち物：動きやすい服装・上靴・昼食・

本のお買い求め・お問い合わせは

障害者手帳

愛知県聴覚障害者協会事務局まで

申込・問合せ先：愛知県盲ろう者友の会事務所

FAX052-221-8154 TEL052-221-8545

利

(参加費無料)

FAX052-228-6661

用 状 況

9 月 23 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

106

66

要約筆記者派遣件数

19

14

手話通訳者派遣（県・市町村派遣）人数

110

73

要約筆記者派遣人数

48

40

手話通訳者派遣（センター派遣）件数

164

57

盲ろう者通訳・介助員派遣件数

86

83

手話通訳者派遣（センター派遣）人数

294

93

盲ろう者通訳・介助員派遣人数

91

89

相談件数

25

33

ビデオ・ＤＶＤ貸出件数

24

27
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