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愛知県警察 聴覚障害 

 

 

 

 

聴覚や言語機能に障害のある方等、音声による 110 番通報が困難な方が、 

スマートフォン、携帯電話を利用して文字や画像で全国どこでも 110 番通報 

できるようになりました！      詳しくは愛知県警察のサイトをご覧ください。 

    ※専用アプリのインストール及び使用者の事前登録が必要となります。 

通信料金が発生しますので、ご注意ください。 

 

スマホ・携帯電話 110 番 説明会のお知らせ 

日時：2020（令和 2）年 1 月 15 日（水） 

13：30〜15：00（受付 13：00〜） 

場所：あいち聴覚障害者センター 2 階大会議室 

参加費無料・申込不要  手話通訳・要約筆記・ヒアリングループつき 
 （実際に通報練習を行います スマホ・携帯電話をご持参下さい） 

 

聴覚や言語に障害のある方など、音声による 110 番通報が困難な方が、通報するため

のものです！音声による 110 番通報が可能な方は電話で 110 番をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

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  

QR コードで「ホームページ」「Facebook」をご覧頂けます 
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聞こえない人・聞こえにくい人に役立つ生活用具相談会の報告 

海での事件・事故にあったときは・・ 
 

 

 

 海での事件・事故に関する緊急時の通報は『ＮＥＴ118』をご利用ください。 

 ＮＥＴ118 は、聴覚や発話に障がいのある方のための  

インターネットを使用した緊急時の通報サービスです。  

携帯電話・スマートフォンを使い、素早く海上保安庁に 

通報することができます。 

 

 

本サービスは「事前登録制」のサービスです。 

以下の登録方法により、あらかじめ登録してください。 

こちらのコードを読み取るもしくは、entry@net118.jp を直接あて先に  

入力し、空メールを送信。登録用メールが返ってくるので、案内される手

順に従い登録。 

 

費用：無料 携帯・スマートフォンの通信料が別途必要です。 

 

聴覚や言語に障害のある方など、音声による通報が困難な方が、通報するためのもので

す！音声による通報が可能な方は電話で通報をお願いします。 

 

 

 

 

10 月 27 日（日）に刈谷市中央生涯学習センターにて、東京から青木建人氏（株式

会社自立コム 代表取締役）をお招きし、「聴覚障害者に役立つ生活用具とは？」につ

いてお話頂きました。後半は、音を光や振動に変える機器・文字で伝える機器などの日

常生活用具体験を行いました。 

参加者は、聞こえない人・聞こえにく

い人・聞こえない子どもを持つ家族があ

わせて 33 名集まり、関心の高さが表れ

ていました。聞こえない子どもを持つ家

族の方から、「生活用具を購入したいが

金額が高すぎて戸惑っている。補助金な

どの情報を知ることができてよかっ

た。」と思いを語ってくださいました。 

 

 次回は、2 月 23 日（日）午後 穂の国とよはし芸術劇場プラット 大研修室にて 

「きこえの相談会」を開く予定です。詳細は当センターHP、次号センターだより

（2020 年 2 月発行）にて案内させて頂きます。 
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手話サロンの案内 

巡回聴覚障害者センターのご案内 

前回の様子 

 

 

 

『 手話で楽しく話そう！！ ～情報提供やミニ上映会もあるよ～ 』  

日時：2019（令和元）年 12 月 10 日（火）13：00～16：00 

   2020（令和２）年 1 月 14 日（火）13：00～16：00 

場所：あいち聴覚障害者センター大会議室 

    

参加費無料 申込不要 （途中参加・退席自由） 

 

会員の有無関係なく、聞こえる人・聞こえない人、誰でも参加できます。 

気軽にお越しください。 
 
 

 

 

テーマ 

『介護保険ってなに？？』 
～もし、転倒して動けなくなった時は、どうする？～ 

 

「転倒して、介護が必要になった時はどうする？」 

「介護保険のことが、わからない・・」 

「どこに相談したらよいかわからない・・」 

   

どうしたらよいか、相談員が手話で伝えます。 

 

日時：2020（令和２）年 1 月 17 日（金） 

10：30〜15：30（受付 10：00〜） 
場所：西尾市総合福祉センター ４階 第６集会室 

（名鉄西尾線 西尾駅から徒歩 7 分） 

 
参加費無料 事前申込不要 誰でも参加できます。 

手話通訳・要約筆記・ヒアリングループつき 

 
 

前回の参加者の感想 

行政の立場ではなく、聴覚障害者の立場での説明は、 

聴覚障害者に寄り添った言葉かけもあり、聞いていて、 

仲間意識や親近感が湧きました。（K.K さん） 
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情報コーナー 
 

利 用 状 況                                          11 月 20 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 181 191 要約筆記者派遣件数  22 25 

手話通訳者派遣（県・市町村派遣）人数 199 218 要約筆記者派遣人数 56 56 

手話通訳者派遣（センター派遣）件数 181 209 盲ろう者通訳・介助員派遣件数  95 119 

手話通訳者派遣（センター派遣）人数 329 336 盲ろう者通訳・介助員派遣人数 107 132 

相談件数 39 38 ビデオ・ＤＶＤ貸出件数 6 16 

愛知県聴覚障害者協会より 

2020 年手話カレンダー発売開始 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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 

FAX052-221-8154 TEL052-221-8545 

Mail: a18154@sage.ocn.ne.jp 

 

                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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＞ 
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 

12 月 8 日（日） 
13：00～15：30（受付） 

愛知県司法書士会館 
（金山駅南口徒歩 5 分） 

熱田区新尾頭 1-12-3 
 

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 
 FAX：052-846-5741  

TEL：052-846-5740 
ｍail＠aichi-kenyogonet.lolipop.jp 

愛知盲ろう者友の会より 

「クリスマス会」 

今年も皆でクリスマス会を楽しみましょう♪ 

日時：2019 年 12 月 21 日（土） 

   午前 10 時～午後 3 時 

（午前 9 時半～ 受付） 

場所：熱田区社会福祉協議会 6 階研修室 

   （名古屋市熱田区神宮 3-1-15） 

参加費：会員 1,100 円 非会員 1,300 円 

子ども：800 円（5 歳以下無料 弁当無） 

    弁当・お茶・デザート・ 

プレゼントがもらえます!! 

 

持ち物：障害者手帳 

定員：50 名（盲ろう者優先） 

締切：12 月 7 日（土） 

 

申込先：愛知盲ろう者友の会事務所 

FAX052-228-6661   

特定非営利活動法人  

   愛知県難聴・中途失聴者協会より 

筆談普及啓発活動（三河地区） 

「筆談でバリアフリー交流を」 

日時：2019 年 12 月 14 日（土） 

   13：30～15：30 

場所：豊川市社会福祉会館 ウィズとよかわ 

            2 階 視聴覚室 

対象者：難聴者・中途失聴者、 

聞こえにお困りの方のご家族・ご友人 

参加費：無料 

お問合せ：愛難聴担当 白石清子 

 FAX ：0533-89-0070 

１枚３００円 

 

２０枚以上注文の

場合は送料を 

愛知県聴覚障害者

協会が負担します 

mailto:a18154@sage.ocn.ne.jp

