アイドラゴン 3 による配信
は 2018 年 3 月 31 日で
終了します。（災害時除く）

『目で聴くテレビ』
が見られるよ

24 時間いつでも
過去の手話番組
（1,000 種類以
上）をみることが
できるよ

テレビを光回線
に接続すること
で見られるよ

緊急災害時に
リアルタイムで
字幕・手話が
見られるよ
CS は不要

市町村の日常生活用具として申請することができます。
詳しくは市町村福祉課にお尋ねください。

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
ホームページで「手話動画」「Facebook」はじめました
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12 月巡回聴覚障害者センターの報告
12 月巡回聴覚障害者センターを尾張旭中央公民館で開き、愛昇殿に「葬式のマナー」
についてお話頂きました。『お寺によって焼香回数が違うこと』、
『神社の葬式では音
を立てて手を叩かないこと』など・・勉強になりました。
例：真宗大谷派
（東本願寺）

例：浄土真宗本願寺派
（西本願寺）

パチパチ
音なし

2回

１回

午後からの交流会では、参加者から『聞こえないから親戚の結婚式に呼ばれなかった・・』
など切実な話がありました。また、普段話をなかなか聞いてもらえる場がなく、交流会
でたくさん話を聞いてもらえてよかった！とスッキリされた方もいました。
次回は 3 月 16 日（金）10 時～15 時まで豊田市生涯学習センター 若林交流館
テーマ：
『お墓、お金、家族のことで困った時はどうしたらよいか？』
（名鉄三河線 若林駅徒歩 2 分）＜手話通訳・要約筆記・ヒアリングループつき＞

盲ろう IT 講座
当センターでは盲ろう者（目と耳の重複障害者）に対してパ
ソコンなどの機器の講習を行っています。
「盲ろうでもパソコ
ンが使えるの？」と思われる方も多いと思いますが、盲ろう
者それぞれの見え方、聞こえ方に合わせた機器やソフトを使
うことで可能になります。
(拡大機能のあるパソコンでの講習)

(点字機器で文章入力中)

この講習のねらいは、盲ろう者が一人でいる時でも、家族・
友人などと連絡を取り合ったり、自分で情報を集めれるよう
にすること。また、いつ起こるかわからない震災に備えて、
災害時に助けを求めたり、被災の状況を把握できるようにす
ることで、生き延びてほしいという願いもあります。
多くの盲ろう者が、コミュニケーションの幅が広がり、社会
参加が充実されるよう、IT を学んでいただけたらと思います。
2

聴覚障害者がん検診のご案内
平成 29 年度の「がん検診」を、下記の通り行います。検診の機会のない方、聞こえに
不安のある方はぜひどうぞ。手話通訳と要約筆記がつきます。定員がありますのでご希
望の方はお早目にお申込み下さい。
日時：平成 30 年 3 月 24 日（土） 受付時間 9：30〜10：30
会場：（公財）愛知県健康づくり振興事業団 総合検診センター 診療室
名古屋市昭和区永金町 1-1
TEL052-882-2961 FAX052-882-2963
交通案内：地下鉄鶴舞線「荒畑」駅下車 3 番出口 南へ徒歩・約 10 分
桜通線「桜山」駅下車 7 番出口 北西へ徒歩・約 15 分
健診内容・料金：
会場で行う検査 → 胃（900 円・定員 15 名）
乳腺（1,300 円・定員 20 名）
自宅で行う検査 （検体を自己採収し郵送する方法になります）
→ 大腸（500 円） 子宮（1,210 円） 喀痰（790 円）
申込先・問い合わせ ：あいち聴覚障害者センター（吉井）

2 月 22 日（木）締切

FAX052-221-8663 TEL052-228-6660

センター自主制作ビデオ紹介
当センターでビデオ製作しました。聴覚障害者は運転免許がとれなかった時代の岩本
さんの思いがよく伝わる内容です。当センターで貸出しています。ご希望の方はどうぞ。
『運転免許がほしい!! 岩本武さん』
（字幕入り・なし 選択可）
出演者： 岩本武 足立節子（笑おう舎所長）＜24 分＞
内容： 岩本さんは大工さんで、大工道具を現場まで運ぶのが大変。バスに乗って運ぶ
のも人に迷惑がかかり、自転車に載せるとバランスが悪く運びにくい。
「なんと
かオートバイを使えないものか・・」
。当時の道路交通法は、
“耳が聞こえない
人は免許を取る事ができない”と決められており、罰金覚悟でオートバイに乗
り続けました・・。
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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情報コーナー

愛知県聴覚障害者協会より

〇第 1 回東海聴覚障害者大会のお知らせ
日時：2018 年 2 月 24 日（土）10 時～15 時
場所：三重県四日市市総合会館 視聴覚室
※近鉄四日市駅下車 徒歩 7 分
参加費：会員（協会/通研）2,000 円

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＞

会員以外 3,000 円

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

お買い求め・お問い合わせは

2 月 11 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/

特定非営利活動法人

Mail＠aichi-kenyogonet.lolipop.jp

愛知県難聴・中途失聴者協会より
○耳マーク普及啓発活動

愛知盲ろう者友の会より

日時：平成 30 年 3 月 11 日（日）

2 月定例会のお知らせ

午前 10 時～12 時

「日帰りバス旅行」

集合場所:金山 NAIS（カラービジョン）下

日時：2 月 26 日（月）

集合時間:9 時 50 分

9 時半～16 時半（予定）
行き先：日間賀島（金山駅大型テレビ前集合）

○愛難聴同好会のご紹介

参加費：会員 4,500 円 非会員 4,700 円

手芸､書道､絵手紙､

持ち物：身体障害者手帳

文芸同好会があります。

定員：40 名

どなたでもご参加いただけます。

締切：2 月 14 日（水）
※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

申込・問合せ先：愛知県盲ろう者友の会事務所

FAX 0533-89-0070

FAX052-228-6661
利

白石清子

mail：npoainantyou@yahoo.co.jp

用 状 況

1 月 20 日現在
11 月

12 月

11 月

12 月

手話通訳者派遣（県・市町村派遣）件数

119

145

要約筆記者派遣件数

25

21

手話通訳者派遣（県・市町村派遣）人数

129

153

要約筆記者派遣人数

59

50

手話通訳者派遣（センター派遣）件数

161

116

盲ろう者通訳・介助員派遣件数

106

116

手話通訳者派遣（センター派遣）人数

274

200

盲ろう者通訳・介助員派遣人数

110

118

相談件数

23

28

ビデオ・ＤＶＤ貸出件数

0

2
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