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寒さの厳しい

そして「インフルエンザ
 

■災害支援サポーター研修会

現在、３５名の方が災害時支援サポーターとしてセンターに登録していますが、実際の活動についてはまだ

十分に知られていないと思います。そこでサポーターとして登録していない方も、ぜひこの機会にサポータ

ーの活動について知っていただき、災害時要援護聴覚障害者の安心のためにご協力ください。ご参加お待ち

しております。

■日時 

■場所 

■内容 

    

    
※情報保障
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9◆日常生活用具

‥+‥+‥+‥+‥+

■ＪＡＬ
ＪＡＬ(日本航空

スを始めたとのことです。予約や搭乗など相談できますので、参考にしてください。

   ①ＰＣサイト

   ②スマートフォン、携帯電話

   ③FAX

     
≪問合せ≫JAL

FAX 0120
‥+‥+‥+‥+‥+
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三重県聴覚障害者支援
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いただきました。見事な手さばきに

ご注目！

しい日々が続いていまが

インフルエンザ

災害支援サポーター研修会

名の方が災害時支援サポーターとしてセンターに登録していますが、実際の活動についてはまだ

十分に知られていないと思います。そこでサポーターとして登録していない方も、ぜひこの機会にサポータ

ーの活動について知っていただき、災害時要援護聴覚障害者の安心のためにご協力ください。ご参加お待ち

しております。 

 ３月１５
 アスト津

 ①災害時支援協定・災害支援サポーターの説明

    ②上映会『生命のことづけ』

    ③意見交換「サポーターができること」
情報保障（手話通訳、要約筆記、磁気誘導ループ

+‥+‥+‥+‥+‥+‥

ライブラリー

+‥+‥+‥+‥+‥+‥

日常生活用具
✿今回は

これは、携帯式電話音量増幅器ともいい、受話器にゴムバンドで取り付けるだ

けで音を増幅（最大

方にオススメです。また補聴器の
+‥+‥+‥+‥+‥+‥

ＪＡＬのメールサービス
日本航空)からの情報です。

スを始めたとのことです。予約や搭乗など相談できますので、参考にしてください。

①ＰＣサイト  

②スマートフォン、携帯電話

FAX サービス

     （FAX 専用用紙は
JAL プライオリティ・ゲストセンター

0120-747-606
+‥+‥+‥+‥+‥+‥

2013 年度
今年度は警察や検察、裁判の通訳依頼が多くあり、関わった通訳者より「刑事手続きの流れを

学びたいという声がありました。そこで、三重県警察本部の方をお招きし懇談会を開きます。

■日時 

■場所 

※案内は後日、送付いたします。

三重県聴覚障害者支援
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ろう者のイス職人

を取材。ご自身の

思いを熱く語っ

いただきました。見事な手さばきに

ご注目！ 

いていまが、

インフルエンザ」が猛威を振

災害支援サポーター研修会｢災害時支援協定
名の方が災害時支援サポーターとしてセンターに登録していますが、実際の活動についてはまだ

十分に知られていないと思います。そこでサポーターとして登録していない方も、ぜひこの機会にサポータ

ーの活動について知っていただき、災害時要援護聴覚障害者の安心のためにご協力ください。ご参加お待ち

１５日（土）10

アスト津 3 階 イベント情報コーナー（津市羽所町

①災害時支援協定・災害支援サポーターの説明

②上映会『生命のことづけ』

③意見交換「サポーターができること」
手話通訳、要約筆記、磁気誘導ループ

‥+‥+‥+‥+‥+‥+‥

ライブラリー事業

‥+‥+‥+‥+‥+‥+‥

日常生活用具
今回は、「携帯型電話拡張器
これは、携帯式電話音量増幅器ともいい、受話器にゴムバンドで取り付けるだ

けで音を増幅（最大

方にオススメです。また補聴器の
‥+‥+‥+‥+‥+‥+‥

のメールサービス
からの情報です。2013

スを始めたとのことです。予約や搭乗など相談できますので、参考にしてください。

  http://www.jal.co.jp/jalpri/

②スマートフォン、携帯電話

サービス 0120

専用用紙は PC
プライオリティ・ゲストセンター

606 PC サイトよりメールフォームで問合せも可
‥+‥+‥+‥+‥+‥+‥

年度 手話通訳者懇談会
今年度は警察や検察、裁判の通訳依頼が多くあり、関わった通訳者より「刑事手続きの流れを

学びたいという声がありました。そこで、三重県警察本部の方をお招きし懇談会を開きます。

 ３月２１
 アスト津

※案内は後日、送付いたします。

三重県聴覚障害者支援センター

『輝く職人「イスのツカマツ」』『輝く職人「イスのツカマツ」』『輝く職人「イスのツカマツ」』『輝く職人「イスのツカマツ」』
 四日市市在住の

ろう者のイス職人

を取材。ご自身の

思いを熱く語っ

いただきました。見事な手さばきに

、皆様におかれましても

振るっています

災害時支援協定
名の方が災害時支援サポーターとしてセンターに登録していますが、実際の活動についてはまだ

十分に知られていないと思います。そこでサポーターとして登録していない方も、ぜひこの機会にサポータ

ーの活動について知っていただき、災害時要援護聴覚障害者の安心のためにご協力ください。ご参加お待ち

10 時～12

イベント情報コーナー（津市羽所町

①災害時支援協定・災害支援サポーターの説明

②上映会『生命のことづけ』 

③意見交換「サポーターができること」
手話通訳、要約筆記、磁気誘導ループ

‥+‥+‥+‥+‥+‥+

事業（自主制作作品が貸出可能と

‥+‥+‥+‥+‥+‥+

日常生活用具の
携帯型電話拡張器

これは、携帯式電話音量増幅器ともいい、受話器にゴムバンドで取り付けるだ

けで音を増幅（最大 30ｄ

方にオススメです。また補聴器の
‥+‥+‥+‥+‥+‥+

のメールサービス
2013 年 11

スを始めたとのことです。予約や搭乗など相談できますので、参考にしてください。

http://www.jal.co.jp/jalpri/

②スマートフォン、携帯電話  jal_priority@jal.com

0120-747-606

PC サイトからダウンロード可）
プライオリティ・ゲストセンター

サイトよりメールフォームで問合せも可
‥+‥+‥+‥+‥+‥+

手話通訳者懇談会
今年度は警察や検察、裁判の通訳依頼が多くあり、関わった通訳者より「刑事手続きの流れを

学びたいという声がありました。そこで、三重県警察本部の方をお招きし懇談会を開きます。

２１日（金・祝）

アスト津 3 階 イベント情報コーナー

※案内は後日、送付いたします。

センター 

『輝く職人「イスのツカマツ」』『輝く職人「イスのツカマツ」』『輝く職人「イスのツカマツ」』『輝く職人「イスのツカマツ」』    
四日市市在住の 

ろう者のイス職人 

を取材。ご自身の 

思いを熱く語って 

いただきました。見事な手さばきに

『福祉の店『福祉の店『福祉の店『福祉の店
 

店内にはパトライトや電光掲示板、耳

マーク、手すりなど、さまざまな工夫

が施されています。そして、手話での

朝のあいさつで元気いっぱいに。働く人、お客さまの笑顔が店

内に広がる素敵なお店です。

におかれましても

るっています。お体御自愛頂

災害時支援協定･災害支援
名の方が災害時支援サポーターとしてセンターに登録していますが、実際の活動についてはまだ

十分に知られていないと思います。そこでサポーターとして登録していない方も、ぜひこの機会にサポータ

ーの活動について知っていただき、災害時要援護聴覚障害者の安心のためにご協力ください。ご参加お待ち

12 時（受付 9

イベント情報コーナー（津市羽所町

①災害時支援協定・災害支援サポーターの説明

③意見交換「サポーターができること」 
手話通訳、要約筆記、磁気誘導ループ）があります。

‥+‥+‥+‥+‥+‥+‥

自主制作作品が貸出可能と

‥+‥+‥+‥+‥+‥+‥

の紹介
携帯型電話拡張器」（けいたいがたでんわかくちょうき）

これは、携帯式電話音量増幅器ともいい、受話器にゴムバンドで取り付けるだ

ｄB くらいまで

方にオススメです。また補聴器の T
‥+‥+‥+‥+‥+‥+‥

のメールサービス 
11 月より聴覚障害者向けのメールサービ

スを始めたとのことです。予約や搭乗など相談できますので、参考にしてください。

http://www.jal.co.jp/jalpri/

jal_priority@jal.com

606 

サイトからダウンロード可）
プライオリティ・ゲストセンター 

サイトよりメールフォームで問合せも可
‥+‥+‥+‥+‥+‥+‥

手話通訳者懇談会のお
今年度は警察や検察、裁判の通訳依頼が多くあり、関わった通訳者より「刑事手続きの流れを

学びたいという声がありました。そこで、三重県警察本部の方をお招きし懇談会を開きます。

日（金・祝）10 時～

イベント情報コーナー

※案内は後日、送付いたします。   

『福祉の店『福祉の店『福祉の店『福祉の店    
 鵜殿にある福祉の店「アプローチ」。

店内にはパトライトや電光掲示板、耳

マーク、手すりなど、さまざまな工夫

が施されています。そして、手話での

朝のあいさつで元気いっぱいに。働く人、お客さまの笑顔が店

内に広がる素敵なお店です。

におかれましても体調管理が大変

体御自愛頂きますようお

災害支援
名の方が災害時支援サポーターとしてセンターに登録していますが、実際の活動についてはまだ

十分に知られていないと思います。そこでサポーターとして登録していない方も、ぜひこの機会にサポータ

ーの活動について知っていただき、災害時要援護聴覚障害者の安心のためにご協力ください。ご参加お待ち

9 時 30 分～）

イベント情報コーナー（津市羽所町 700

①災害時支援協定・災害支援サポーターの説明 

）があります。 
‥+‥+‥+‥+‥+‥+

自主制作作品が貸出可能となりました

‥+‥+‥+‥+‥+‥+

紹介◆ No.
（けいたいがたでんわかくちょうき）

これは、携帯式電話音量増幅器ともいい、受話器にゴムバンドで取り付けるだ

くらいまで)してくれます。軽度・中等度の難聴の

T モードでもお使いになれます。
‥+‥+‥+‥+‥+‥+

月より聴覚障害者向けのメールサービ

スを始めたとのことです。予約や搭乗など相談できますので、参考にしてください。

http://www.jal.co.jp/jalpri/ 

jal_priority@jal.com 

サイトからダウンロード可） 

サイトよりメールフォームで問合せも可
‥+‥+‥+‥+‥+‥+

のお知らせ
今年度は警察や検察、裁判の通訳依頼が多くあり、関わった通訳者より「刑事手続きの流れを

学びたいという声がありました。そこで、三重県警察本部の方をお招きし懇談会を開きます。

時～12 時（受付

イベント情報コーナー 

   ※午後からは制度委員会学習会です。

    アプローチ』アプローチ』アプローチ』アプローチ』
鵜殿にある福祉の店「アプローチ」。

店内にはパトライトや電光掲示板、耳

マーク、手すりなど、さまざまな工夫

が施されています。そして、手話での

朝のあいさつで元気いっぱいに。働く人、お客さまの笑顔が店

内に広がる素敵なお店です。

大変だと思っています

きますようお願い

災害支援サポーター
名の方が災害時支援サポーターとしてセンターに登録していますが、実際の活動についてはまだ

十分に知られていないと思います。そこでサポーターとして登録していない方も、ぜひこの機会にサポータ

ーの活動について知っていただき、災害時要援護聴覚障害者の安心のためにご協力ください。ご参加お待ち

分～） 

700） 

 
+‥+‥+‥+‥+‥+‥

なりました） 

+‥+‥+‥+‥+‥+‥

No.５9
（けいたいがたでんわかくちょうき）

これは、携帯式電話音量増幅器ともいい、受話器にゴムバンドで取り付けるだ

してくれます。軽度・中等度の難聴の

モードでもお使いになれます。
+‥+‥+‥+‥+‥+‥

月より聴覚障害者向けのメールサービ

スを始めたとのことです。予約や搭乗など相談できますので、参考にしてください。

 

サイトよりメールフォームで問合せも可    

+‥+‥+‥+‥+‥+‥

らせ 
今年度は警察や検察、裁判の通訳依頼が多くあり、関わった通訳者より「刑事手続きの流れを

学びたいという声がありました。そこで、三重県警察本部の方をお招きし懇談会を開きます。

時（受付 9 時 30

※午後からは制度委員会学習会です。

２０１

アプローチ』アプローチ』アプローチ』アプローチ』    
鵜殿にある福祉の店「アプローチ」。

店内にはパトライトや電光掲示板、耳

マーク、手すりなど、さまざまな工夫

が施されています。そして、手話での

朝のあいさつで元気いっぱいに。働く人、お客さまの笑顔が店

内に広がる素敵なお店です。 

っています。

い致します。

サポーター｣について
名の方が災害時支援サポーターとしてセンターに登録していますが、実際の活動についてはまだ

十分に知られていないと思います。そこでサポーターとして登録していない方も、ぜひこの機会にサポータ

ーの活動について知っていただき、災害時要援護聴覚障害者の安心のためにご協力ください。ご参加お待ち

‥+‥+‥+‥+‥+‥+

‥+‥+‥+‥+‥+‥+

9 
（けいたいがたでんわかくちょうき）をご紹介します。

これは、携帯式電話音量増幅器ともいい、受話器にゴムバンドで取り付けるだ

してくれます。軽度・中等度の難聴の

モードでもお使いになれます。 
‥+‥+‥+‥+‥+‥+

月より聴覚障害者向けのメールサービ

スを始めたとのことです。予約や搭乗など相談できますので、参考にしてください。 

‥+‥+‥+‥+‥+‥+

今年度は警察や検察、裁判の通訳依頼が多くあり、関わった通訳者より「刑事手続きの流れを

学びたいという声がありました。そこで、三重県警察本部の方をお招きし懇談会を開きます。

30 分～） 

※午後からは制度委員会学習会です。

２０１４年 

鵜殿にある福祉の店「アプローチ」。 

店内にはパトライトや電光掲示板、耳 

マーク、手すりなど、さまざまな工夫 

が施されています。そして、手話での 

朝のあいさつで元気いっぱいに。働く人、お客さまの笑顔が店

。

。 

について 
名の方が災害時支援サポーターとしてセンターに登録していますが、実際の活動についてはまだ

十分に知られていないと思います。そこでサポーターとして登録していない方も、ぜひこの機会にサポータ

ーの活動について知っていただき、災害時要援護聴覚障害者の安心のためにご協力ください。ご参加お待ち

+‥‥+‥+‥+‥+‥    

+‥‥+‥+‥+‥+‥ 

をご紹介します。 

これは、携帯式電話音量増幅器ともいい、受話器にゴムバンドで取り付けるだ

してくれます。軽度・中等度の難聴の

 
+‥‥+‥+‥+‥+‥ 

+‥‥+‥+‥+‥+‥    

今年度は警察や検察、裁判の通訳依頼が多くあり、関わった通訳者より「刑事手続きの流れを

学びたいという声がありました。そこで、三重県警察本部の方をお招きし懇談会を開きます。 

※午後からは制度委員会学習会です。 
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朝のあいさつで元気いっぱいに。働く人、お客さまの笑顔が店
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