日程：２０１7 年２月２５日（土）
場所：蒲郡勤労福祉会館（午前）視聴覚室
（午後）第３会議室
午前：「聴覚障害者向け携帯・スマホ講座」
携帯・スマホのことで困っていることはありませんか？
また SNS（ソーシャルネットサービス）で気をつけることを学ぼう。
時間：10 時〜12 時（9 時半～受付）
講師：田村剛 氏

午後：「交流会」
聴覚障害を持つ方や聞こえる方が集まり、楽しく交流しあいませんか。
時間：13 時 30 分～１6 時（１３時～受付）
テーマ：
「聴覚障害者が安心して暮らせる為には」
事前申込不要

参加費無料

手話通訳（読み取り） 要約筆記つき
交通手段：JR 東海道本線「蒲郡駅」下車

徒歩 5 分

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
年末年始休業のお知らせ：
当センターは 12/29（木）～1/4（水）までお休みとさせて頂きます。
本年も色々お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
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特集：「難聴者・中途失聴者とは」
～愛知県難聴・中途失聴者協会の活動紹介～
特定非営利活動法人 愛知県難聴・中途失聴者協会は、昭和 60 年 3 月 3 日に設立され、今年
で創立 31 年となりました。コミュニケーションがとりにくいために、健聴者のなかで孤立しが
ちな難聴・中途失聴者のために、活動をしています。
①トータルコミュニケーション教室(初級)
毎月 1 回。要約筆記付きで、手話や読話を学びます。
②リハビリテーション講座・障害者交流会
年 3 回。難聴・中途失聴者の社会参加を目的に、
聞く機会を提供。さまざまな企画で行われます。
③耳マークの普及活動
見えない障害への支援をわかりやすくするためのマーク。
「耳マーク」を多くの方に知ってもらえるよう活動しています。
（リハビリテーション講座の１コマ）

④福祉実践教室
各市町で行われている、福祉実践教室の「要約筆記」の分科会へ、
難聴講師として参加協力し、難聴・中途失聴の障害を理解してもらう活動をしています。
⑤機関紙「ひびき」の発行
年 6 回。隔月に会報「ひびき」を発行し、情報の周知や共有を
図っています。平成 28 年 10 月に第 200 号の発行となりました。
⑥専門部活動
・高年部
・人工内耳部
・耳マーク部
・要約筆記対策部

同好会(絵手紙・手芸)部
員の美しい力作が表紙を
飾った機関紙「ひびき」

・補聴援助システム利用研究部
・同好会(手芸・書道・文芸・絵手紙)

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
耳マーク
当協会は、外部団体の一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会や一般社団法人愛知県身体障害者
団体連合会、愛知障害フォーラム（ＡＤＦ）
、愛知県社会福祉協議会などと協働活動もおこなっています。
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愛知県警察からのお知らせ

Web110 番
携帯電話やスマートフォンから Web110 番専用のホームページにアクセス
し、必要事項（事件・事故内容、現在地点、メールアドレス、氏名等）を入力し
たのちチャット（文字対話方式）により通報ができます。

Fax110 番
専用電話番号に事件・事故内容を記載して FAX 送信する事で、通報できます。
FAX110 番専用 電話番号 0120-110-369

各警察署の FAX 番号は、左の QR コードをご覧下さい。
また、愛知県警察ホームページ→困ったときには→よく見られるページ
→警察署・幹部交番所在地から確認することができます。

新作ビデオ入荷しました
分類番号

№
1

DA

2016

2

DA

2016

番組名
ろうを生きる難聴を生きる ・どう育む？日本語力
011～014
・筆談が変わる ・絆を取り戻したい～被災地のろう学校～
ろうを生きる難聴を生きる ・音を知らせる腕時計
015～018

分

DVD

60

〇

60

〇

3

DA

2016

019～022

ろうを生きる難聴を生きる ・手話パフォーマー
・難聴のオカリナ奏者 ・古河太四郎 生誕170年 ・字幕電話

60

〇

4

EA

2016

001

あなたも狙われています

15

〇

5

EA

2016

002

ひとりで悩まないで

11

〇

6

EA

2016

003

きけんからじぶんをまもろう！

16

〇

8

JB

2016

48

〇

・共に生きやすい社会を・働くを見に行こう！中途失聴の医師

性犯罪未然防止対策広報用ﾋﾞﾃﾞｵ

～DVのない社会を目指して～
コスモたんと学ぶ防犯

005〜006 妖怪ウォッチ～妖怪むかしばなし・セミまるライブに行く！～

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。詳しくは当センターまでお問い合わせ下さい。
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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
要○
無
○トータルコミュニケーション教室 ○

～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：12 月 4 日（日）10 時〜12 時
1 月 4 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）

12 月 11 日（日）
13 時～15 時半
愛知県司法書士会館

○愛難聴同好会のご紹介
手芸､書道､絵手紙､文芸同好会が
あります。どなたでもご参加いただけます。

（金山駅南口徒歩 5 分）

お問い合わせ：愛難聴事務局 白石清子

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

FAX:0533-89-0070

npoainantyou@yahoo.co.jp

要 ：要約筆記有 ○
無 ：参加費無料
○

mail＠aichi-kenyogonet.lolipop.jp
愛知盲ろう者友の会より
愛知県聴覚障害者協会より

12 月定例会のお知らせ

〇2017 年度手話カレンダー発売開始

「クリスマス会」
日時：12 月 23 日（祝）
10 時～15 時（９時半受付）
場所：愛知県社会福祉会館

定価 １枚３００円

見
本

2 階ボランティア学習室

２０枚以上注文の

持ち物：身体障害者手帳

場合は送料を当協会

定員：60 名（盲ろう者優先とさせて頂きます）

が負担します｡

会費：1,000 円
（非会員 1,200 円

子ども 800 円）

＜弁当、お茶、ケーキ、プレゼントつき＞
お買い求め・お問い合わせは
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

FAX052-228-6661

用 状 況

12 月 13 日（火）締切
11 月 22 日現在

9月

10 月

9月

10 月

手話通訳者派遣（県・市町村派遣）件数

98

127

要約筆記者派遣件数

24

22

手話通訳者派遣（県・市町村派遣）人数

110

147

要約筆記者派遣人数

65

51

手話通訳者派遣（センター派遣）件数

161

289

盲ろう者通訳・介助員派遣件数

80

88

手話通訳者派遣（センター派遣）人数

188

299

盲ろう者通訳・介助員派遣人数

87

91

相談件数

47

24

ビデオ・ＤＶＤ貸出件数

9

17
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