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『仕事、お金、家族、お墓のことで 
困った時はどうしたらいい？』 

 

 

「仕事で周りの人に理解してもらえない」 
「お金のことでケンカしてしまう」 

「家族関係が上手くいかない」 
「お墓をどうするのか困っている」 

           
そんな時はどうしたらいいだろう。 

あいち聴覚障害者センターの相談員が手話で伝えます。 
 

 

日時：平成 31 年 2 月 23 日（土） 
10：30〜15：30（受付 10：00〜） 

場所：小牧ふれあいセンター 視聴覚室 

「小牧駅（名鉄）」から名鉄バス 
「小牧市役所前」下車 

「名古屋駅」「栄」から名鉄都市高速バス 

「小牧市役所前」下車 
      

参加費無料 事前申込不要 
     読み取り通訳・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  

QRコードで「ホームページ」「Facebook」をご覧になれます 
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聴覚障害者がん検診のご案内 
 

 

 

平成 30 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 31 年 3 月 9 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（井川）  

FAX052-221-8663 TEL052-228-6660  

・申し込み者には、後日、検診票を送付いたします。 

・検診料は当日払い。（釣り銭のないようにしてください） 

・大腸、子宮、喀痰検査のみの方は、採取器具と料金振込用紙 

をご自宅へ郵送します。→３月中に事業団へ提出して下さい。 

                                                   

がん検診 申込票 

申込期限 ２０１９年２月１４日(木) 

以下の通り検診を申し込みます。 

氏名  男 ・ 女 

住所  

FAX 番

号 

 

受診項目 

受診希望の項目に○をつけてください。 

 胃  （900 円）   大腸  (500 円) 

 乳腺 （1,300 円）   子宮  (1,210 円) 

    喀痰  (790 円) 
 

FAX で申し込みの方は切り取らずにこのまま送信してください。 

あいち聴覚障害者センター FAX０５２-２２１－８６６３ 



3 

ビデオライブラリーに新しい作品が入りました（2019 年 1 月現在） 

 

日本語字幕つき映画 上映情報 

 

 

 

『マスカレードホテル』   

●ミッドランドスクエアシネマ (Tel : 052-527-8808 Fax : 052-527-8907) 

【字幕上映】2/3（日）～2/6（水） 

●イオンシネマ大高 (Tel : 052-629-2323 Fax : 052-629-3807) 

【字幕上映】2/3（日）～2/6（水） 

※上記の上映時間・料金など詳細は各会場 HP をご覧下さい。 

あいち聴覚障害者センターホームページや Facebook で「日本語字幕つき映画情報」

を随時更新しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

DVD を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。詳しくはお問い合わせ下さい。 

 

分類番号 番組名 分

CB2018 001 やっぱり世界はブッ飛んでいる　世界ウソでしょ旅行社 93

CE 2018 002 探偵バクモン　激闘！将棋会館 28

DA2018 013 静かで、にぎやかな学校〜手話で学ぶ明晴学園〜 29

DA2018 017-020 ろうを生きる難聴を生きる　光と音が薄れゆく中で　心ひとつに　等 29

　　　　　　　　　　聞こえない子どもたちが手話で学ぶ明晴学園。全ての授業は手話で行われます。

　　　　　　　　グランドソフトボール　熊本地震IT支援　ろう者の喫茶店経営　ろう教師・篠原さん　

CB  旅

DA  障害関係

CE  趣味

　　　　　　　　　「ウソでしょ！？」と叫ばずにはいられない、世界の刺激的な旅をご紹介します。

　　　　　　　　　将棋界のレジェンド加藤一二三（ひふみ）九段と東京の将棋会館を探検します。
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情報コーナー 
 

利 用 状 況                                          1 月 15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 186 167 要約筆記者派遣件数  33 23 

手話通訳者派遣（県・市町村派遣）人数 203 178 要約筆記者派遣人数 72 52 

手話通訳者派遣（センター派遣）件数 167 131 盲ろう者通訳・介助員派遣件数  121 125 

手話通訳者派遣（センター派遣）人数 305 224 盲ろう者通訳・介助員派遣人数 128 131 

相談件数 26 41 ビデオ・ＤＶＤ貸出件数 11 9 

 

                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

愛知県聴覚障害者協会より 

〇第 37回耳の日記念 

聴覚障害者と県民のつどいのお知らせ 

日時：2019年 3月 3日（日）9時半～16時 

場所：名古屋文理大学 文化フォーラム 

            （稲沢市民会館） 

   ※名鉄国府宮下車 徒歩 15分 

参加費：●前売券 1,000円 中学生以下は無料 

（資料、記念品、お楽しみくじ付） 

     ●当日券 1,000円（資料のみ） 

 

 

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 

2 月 10 日（日） 

13 時～15 時半（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 

 FAX052-846-5741 TEL052-846-5740 

Mail＠aichi-kenyogonet.lolipop.jp 

特定非営利活動法人  

   愛知県難聴・中途失聴者協会より 

○耳マーク普及・啓発活動のご案内 

日時:3月 11日(月) 午前 10時～12時 

場所:金山総合駅連絡通路橋 

耳マークの PR活動を行います。 

参加できる方は、9:50までにお越し下さい。 

 

○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。 

 

お問い合わせ：愛難聴事務局 白石清子 

FAX:0533-89-0070 npoainantyou@yahoo.co.jp   

愛知盲ろう者友の会より 

○いちご狩り バス旅行 

日時:3月 10日(日)  

集合時間：午前 9時 ※解散 午後 4時（予定） 

集合場所:金山駅大型テレビ前 

参加費：会員 2,300 円 非会員 2,500 円 

    （保険代込・昼食は各自払い） 

 当日キャンセルされても参加費は頂きます 

持ち物：身体障害者手帳 

定員：33名 

締切：3月 1日（金） 

 

申込先 お問い合わせ： 

愛知盲ろう者友の会 事務所 

FAX:052-228-6661 

mailto:a18154@sage.ocn.ne.jp

