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だんだんと

今までお世話
 

■平成２６年度

今年の県民の日記念事業は、三重県総合博物館（

日が博物館の誕生日！～明日を生み出す力～

に、三重県総合文化センターで開催します。

して出展

■日時 

     

■場所 

     

■内容 

    

    
‥+‥+‥+‥+‥+

■ライブラリー

皆さん、毎週金曜日

の番組『輝け！三重人』をご存知ですか？さまざまな分野で活躍する人

にスポットをあてつつ、県

月 2 回は手話が付いていますが、手話付放送分に字幕を付けて貸出で

きることになりました。

・『輝け！三重人（
‥+‥+‥+‥+‥+

9◆日常生活用具

‥+‥+‥+‥+‥+

■道路交通法改正
皆さん、自転車は乗りますか？平成

通法が一部改正され、自転車の乗り方についても変更があ

りましたのでご紹介します。今回の改正により、自転車が

走れる路側帯（ろそくたい）は、

ただし、路側帯の左側を走行すると、後ろから自動車が走

ってくるので危険です。気を付けて運転してくださいね。
‥+‥+‥+‥+‥+
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9 月
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だんだんと暖かくなり

世話になって、

平成２６年度｢県民
今年の県民の日記念事業は、三重県総合博物館（

日が博物館の誕生日！～明日を生み出す力～

に、三重県総合文化センターで開催します。

展しますので、皆さんも

 ４月１９

     10 時～

 三重県総合文化センター

      （津市一身田

 ①日常生活用具の紹介

    ②筆談ボード作り

    ③ミニ手話
+‥+‥+‥+‥+‥+‥

ライブラリー

皆さん、毎週金曜日 

の番組『輝け！三重人』をご存知ですか？さまざまな分野で活躍する人

にスポットをあてつつ、県

回は手話が付いていますが、手話付放送分に字幕を付けて貸出で

きることになりました。

・『輝け！三重人（
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日常生活用具
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道路交通法改正
皆さん、自転車は乗りますか？平成

通法が一部改正され、自転車の乗り方についても変更があ

りましたのでご紹介します。今回の改正により、自転車が

走れる路側帯（ろそくたい）は、

路側帯の左側を走行すると、後ろから自動車が走

ってくるので危険です。気を付けて運転してくださいね。
+‥+‥+‥+‥+‥+‥

２０１４年
月 19 日（土）

月 15 日

三重県聴覚障害者支援
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 午前８時３０分〜午後５時

かくなり春めいてまいりました

、ありがとうございます

県民の日
今年の県民の日記念事業は、三重県総合博物館（

日が博物館の誕生日！～明日を生み出す力～

に、三重県総合文化センターで開催します。

しますので、皆さんもぜひ覗きに来てください

１９日（土） 

時～1３時 ※

三重県総合文化センター

（津市一身田

日常生活用具の紹介

筆談ボード作り 

ミニ手話 など 
‥+‥+‥+‥+‥+‥+‥

ライブラリー事業『県政チャンネル

夜 10 時 15

の番組『輝け！三重人』をご存知ですか？さまざまな分野で活躍する人

にスポットをあてつつ、県の政策や優れた地域資源を紹介しています。

回は手話が付いていますが、手話付放送分に字幕を付けて貸出で

きることになりました。    

・『輝け！三重人（4 月放送分）』
‥+‥+‥+‥+‥+‥+‥

日常生活用具

✿今回は

ゃようでんわき）

音の高さは

また番号のボタンが大きく、黒背景に白文字なので、弱視の方に

も見えやすくなっています。高齢の方にも使いやすそうですよ。
‥+‥+‥+‥+‥+‥+‥

道路交通法改正 
皆さん、自転車は乗りますか？平成

通法が一部改正され、自転車の乗り方についても変更があ

りましたのでご紹介します。今回の改正により、自転車が

走れる路側帯（ろそくたい）は、

路側帯の左側を走行すると、後ろから自動車が走

ってくるので危険です。気を付けて運転してくださいね。
‥+‥+‥+‥+‥+‥+‥

年度センター
（土） 県民の日記念事業参加

日（月）祝日
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めいてまいりました。

ございます！

日｣記念事業
今年の県民の日記念事業は、三重県総合博物館（

日が博物館の誕生日！～明日を生み出す力～

に、三重県総合文化センターで開催します。

ぜひ覗きに来てください

 

※センターの

三重県総合文化センター 祝祭広場

（津市一身田上津部田１２３４）

日常生活用具の紹介 
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『県政チャンネル
（自主制作作品が貸出可能となりました

15 分から三重テレビで放送中の三重県

の番組『輝け！三重人』をご存知ですか？さまざまな分野で活躍する人

の政策や優れた地域資源を紹介しています。

回は手話が付いていますが、手話付放送分に字幕を付けて貸出で

           

月放送分）』    
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日常生活用具の

今回は「聴覚障害者用電話機

ゃようでんわき）

音の高さは 4 段階あり、自分の聞こえやすい音に調整が可能です。

また番号のボタンが大きく、黒背景に白文字なので、弱視の方に

も見えやすくなっています。高齢の方にも使いやすそうですよ。
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皆さん、自転車は乗りますか？平成 25 年 12

通法が一部改正され、自転車の乗り方についても変更があ

りましたのでご紹介します。今回の改正により、自転車が

走れる路側帯（ろそくたい）は、左側のみとなりました。

路側帯の左側を走行すると、後ろから自動車が走

ってくるので危険です。気を付けて運転してくださいね。
‥+‥+‥+‥+‥+‥+

センター行事予定
県民の日記念事業参加

（月）祝日 センターまつり（詳細未定です）お楽しみに！

センター 

  三重県社会福祉会館５階

    メール 

。春はお別れ

！これからもよろしく

記念事業に参加
今年の県民の日記念事業は、三重県総合博物館（MieMu：みえむ）開館と同日の４月１９日（土）に「今

日が博物館の誕生日！～明日を生み出す力～」をテーマ

に、三重県総合文化センターで開催します。センターと

ぜひ覗きに来てください。

の出展時間 

祝祭広場 

上津部田１２３４）

‥+‥+‥+‥+‥+‥+‥

『県政チャンネル
自主制作作品が貸出可能となりました

分から三重テレビで放送中の三重県

の番組『輝け！三重人』をご存知ですか？さまざまな分野で活躍する人

の政策や優れた地域資源を紹介しています。

回は手話が付いていますが、手話付放送分に字幕を付けて貸出で

      字幕

       手話

‥+‥+‥+‥+‥+‥+‥

の紹介

「聴覚障害者用電話機

ゃようでんわき）」です。音の大きさを約

段階あり、自分の聞こえやすい音に調整が可能です。

また番号のボタンが大きく、黒背景に白文字なので、弱視の方に

も見えやすくなっています。高齢の方にも使いやすそうですよ。
‥+‥+‥+‥+‥+‥+‥

12 月に道路交

通法が一部改正され、自転車の乗り方についても変更があ

りましたのでご紹介します。今回の改正により、自転車が

左側のみとなりました。

路側帯の左側を走行すると、後ろから自動車が走

ってくるので危険です。気を付けて運転してくださいね。
‥+‥+‥+‥+‥+‥+‥

行事予定
県民の日記念事業参加

センターまつり（詳細未定です）お楽しみに！

三重県社会福祉会館５階 

 deaf.mie-center@vivid.ocn.ne.jp

れ、そして出会

これからもよろしくお

参加します
：みえむ）開館と同日の４月１９日（土）に「今

。 

上津部田１２３４） 

‥+‥+‥+‥+‥+‥+

『県政チャンネル｢輝け！
自主制作作品が貸出可能となりました

分から三重テレビで放送中の三重県

の番組『輝け！三重人』をご存知ですか？さまざまな分野で活躍する人

の政策や優れた地域資源を紹介しています。

回は手話が付いていますが、手話付放送分に字幕を付けて貸出で

字幕を付けました

手話が付いてい

‥+‥+‥+‥+‥+‥+

紹介◆ No.
「聴覚障害者用電話機

です。音の大きさを約

段階あり、自分の聞こえやすい音に調整が可能です。

また番号のボタンが大きく、黒背景に白文字なので、弱視の方に

も見えやすくなっています。高齢の方にも使いやすそうですよ。
‥+‥+‥+‥+‥+‥+

月に道路交

通法が一部改正され、自転車の乗り方についても変更があ

りましたのでご紹介します。今回の改正により、自転車が

左側のみとなりました。 

路側帯の左側を走行すると、後ろから自動車が走

ってくるので危険です。気を付けて運転してくださいね。 
‥+‥+‥+‥+‥+‥+

行事予定のお知
県民の日記念事業参加 

センターまつり（詳細未定です）お楽しみに！

 

center@vivid.ocn.ne.jp
❏

出会いもある

お願い致します

します 
：みえむ）開館と同日の４月１９日（土）に「今

+‥+‥+‥+‥+‥+‥

！三重人
自主制作作品が貸出可能となりました

分から三重テレビで放送中の三重県

の番組『輝け！三重人』をご存知ですか？さまざまな分野で活躍する人

の政策や優れた地域資源を紹介しています。

回は手話が付いていますが、手話付放送分に字幕を付けて貸出で

た 

ます 
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No.６9
「聴覚障害者用電話機（ちょうかくしょうがいし

です。音の大きさを約 60

段階あり、自分の聞こえやすい音に調整が可能です。

また番号のボタンが大きく、黒背景に白文字なので、弱視の方に

も見えやすくなっています。高齢の方にも使いやすそうですよ。
+‥+‥+‥+‥+‥+‥

+‥+‥+‥+‥+‥+‥

知らせ 

センターまつり（詳細未定です）お楽しみに！

２０１

center@vivid.ocn.ne.jp 
❏休館日 ⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇、年末年始

もあるシーズンですね

します。 

：みえむ）開館と同日の４月１９日（土）に「今
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三重人｣』 

自主制作作品が貸出可能となりました） 

‥+‥+‥+‥+‥+‥+

9 
（ちょうかくしょうがいし

60ｄＢまで増幅し、

段階あり、自分の聞こえやすい音に調整が可能です。

また番号のボタンが大きく、黒背景に白文字なので、弱視の方に

も見えやすくなっています。高齢の方にも使いやすそうですよ。
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センターまつり（詳細未定です）お楽しみに！

２０１４年 

⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇、年末年始

シーズンですね。

：みえむ）開館と同日の４月１９日（土）に「今
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（ちょうかくしょうがいし

ｄＢまで増幅し、

段階あり、自分の聞こえやすい音に調整が可能です。

また番号のボタンが大きく、黒背景に白文字なので、弱視の方に

も見えやすくなっています。高齢の方にも使いやすそうですよ。
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+‥‥+‥+‥+‥+‥    

センターまつり（詳細未定です）お楽しみに！
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も見えやすくなっています。高齢の方にも使いやすそうですよ。 
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