日時：2017 年 12 月 16 日（土）
13 時～16 時（12 時半～受付）
場所：尾張旭中央公民館

209 会議室

（名鉄瀬戸線「尾張旭駅」下車

徒歩 8 分）

午後 13 時～14 時
講演「お葬式のマナー」
講師：株式会社レクスト 愛昇殿

午後 14 時半～16 時

交流会

（お菓子・飲み物つき）
事前申込不要 参加費無料
会員のない方・聞こえる方も参加できます
手話通訳

要約筆記

ヒアリングループつき

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
ホームページで「手話動画」「Facebook」はじめました
1

特集

知っていますか？「改正障害者雇用促進法」
（2016 年 4 月施行）

障害者を雇う場面や、働く場面において、
「障害者差別の禁止」や「合理的配慮」が
盛り込まれました。具体的な例を挙げながら説明します。

例：

社長『聴覚障害者は会議に参加できない
から昇進できない』
（または要約筆記）

耳が聞こえなくても、情報保障をつけて会議に参加する等の方法がある。

会社と一緒に話し合いする。
その上で昇進できる力が
あるかどうかみてもらう。

話し合いもしないまま、「聴覚障害者だ
から・・」という理由だけで昇進させな
いのは、違反になることがあります。

上記のようなことがあった時は、遠慮なく・・
募集・採用時
愛知労働局に相談してください。
ハローワーク（県内 9 ヶ所にハローワーク手話協力員がいます）も相談できます。
採用後
会社内にある苦情処理機関（ない場合もあります）に相談してください。
愛知労働局でも相談できます。

愛知労働局 総合労働相談コーナー（県内に 15 ヶ所あります）
詳しくはホームページをご覧下さい。

不安のある方は『あいち聴覚障害者センター』で相談もできます。
2

難聴者・中途失聴者の為の手話・読話講座 （トータルコミュニケーション教室）

難聴者・中途失聴者の皆さんを対象にした手話・読話講座です。難聴者・中途失聴を持
つ仲間が集まり、和気あいあいと楽しく手話・読話を学んでいます。
１ 日時：平成 29 年 12 月 2 日（土）10 時～12 時
平成 30 年 1 月 6 日（土）10 時～12 時（毎月第 1 土曜日に開催中）
2 会場：あいち聴覚障害者センター 大会議室
3 参加対象：聴覚障害者（家族の方も参加できます） 20 名
4 参加費用：無料
5 申込方法：事前予約不要なので気軽にお越しください。
6 問い合わせ先：あいち聴覚障害者センター 担当：森本 井川
FAX:052-221-8663 / TEL:052-228-6660

聴覚障害 出張相談
聴覚障害者の皆さんが『困っていること』や『悩んでいること』の相談にのります。
聴覚障害に関わることで相談したい「聞こえる人」からの相談にものります。
1
2

日 時
場 所

平成 29 年 12 月 16 日（土）①10 時～ ②11 時～
尾張旭中央公民館 209 会議室
名鉄瀬戸線「尾張旭駅」下車 徒歩 8 分
〒488-0803 尾張旭市東大道町山の内２４１０−２

3

申込方法

4

申込先

FAX またはメールにてお名前・ご連絡先・希望時間を
ご連絡下さい。
あいち聴覚障害者センター相談員：森本
FAX:052-221-8663 / TEL:052-228-6660
Mail: aichi.deaf.c-soudan@eos.ocn.ne.jp（相談専用）

※相談無料

秘密厳守します
あいち聴覚障害者センターでも（月～土曜日）相談を受付しています。
場所が遠くてなかなか行けない方も、まずご連絡お待ちしています。

3

情報コーナー

愛知県聴覚障害者協会より

〇2018 年度手話カレンダー発売開始
１枚３００円

高齢者と障害のある人のための
なんでも相談会

２０枚以上注文の
場合は送料を

＜予約なし＞＜制限時間なし＞＜無料＞

愛知県聴覚障害者

気軽にご相談下さい。（手話通訳あります）

協会が負担します

要約筆記が必要な方は事前にご相談下さい
お買い求め・お問い合わせは

12 月 10 日（日）
13 時～15 時半
愛知県司法書士会館

愛知県聴覚障害者協会事務局まで
FAX052-221-8154 TEL052-221-8545
Mail: a18154@sage.ocn.ne.jp

（金山駅南口徒歩 5 分）
熱田区新尾頭 1-12-3

見てね！

ホームページ更新しました！
HP:

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

https://aichi-deaf.jimdo.com/

愛知盲ろう者友の会より

12 月定例会のお知らせ

Mail＠aichi-kenyogonet.lolipop.jp

「クリスマス会」
日時：12 月 16 日（土）
特定非営利活動法人

10 時～15 時（９時半受付）

愛知県難聴・中途失聴者協会より

場所：名古屋市総合社会福祉会館 7 階研修室
（名古屋市北区清水 4-17-1）

○愛難聴同好会のご紹介

参加費：会員 1,000 円 非会員 1,200 円

手芸､書道､絵手紙､

（弁当・お茶・スイーツ プレゼント）

文芸同好会があります。

定員：50 名

どなたでもご参加いただけます。

締切：12 月 4 日（月）
※当日キャンセルされても参加費は頂きます

お問い合わせ：愛難聴事務局

白石清子

FAX 0533-89-0070

申込・問合せ先：愛知県盲ろう者友の会事務所

mail：npoainantyou@yahoo.co.jp
利

FAX052-228-6661

用 状 況

11 月 15 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

96

121

要約筆記者派遣件数

30

23

手話通訳者派遣（県・市町村派遣）人数

102

127

要約筆記者派遣人数

73

53

手話通訳者派遣（センター派遣）件数

143

176

盲ろう者通訳・介助員派遣件数

110

92

手話通訳者派遣（センター派遣）人数

310

304

盲ろう者通訳・介助員派遣人数

119

94

相談件数

25

22
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ビデオ・ＤＶＤ貸出件数

