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平成
新元号となり最初の年でしたが、無事に事業が遂⾏できたのは皆様のご理解ご協⼒

らこそ
 今年度は、登録手話通訳者
 引きつづき、事業運営へのご理解
 緊急事態宣言は解除されましたが、
手続き等で手話を使って話したい…とお考えでしたら、ぜひ派遣依頼のご連絡をお願いいたしま
す。

中止

蕨市手話通訳

平成
■手話通訳者
内容 
生活 
医療 
職業 
教育 
聴覚障害者協
会の活動 
その他 
⾏政･団体依頼 
合計 

■相談等 
内容 
電話通訳 
来所相談 
電話・メール
での相談等 
合計 

平成 31(令和元
新元号となり最初の年でしたが、無事に事業が遂⾏できたのは皆様のご理解ご協⼒
こそだと感じております。誠にありがとうございます。
今年度は、登録手話通訳者
引きつづき、事業運営へのご理解
緊急事態宣言は解除されましたが、

手続き等で手話を使って話したい…とお考えでしたら、ぜひ派遣依頼のご連絡をお願いいたしま
す。 

社会福祉センターまつりは

中止となりました。ご了承ください。

蕨市手話通訳
発⾏：社会福祉法⼈
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令和元)年度手話通訳者派遣等事業
新元号となり最初の年でしたが、無事に事業が遂⾏できたのは皆様のご理解ご協⼒

だと感じております。誠にありがとうございます。
今年度は、登録手話通訳者
引きつづき、事業運営へのご理解
緊急事態宣言は解除されましたが、

手続き等で手話を使って話したい…とお考えでしたら、ぜひ派遣依頼のご連絡をお願いいたしま

令和

社会福祉センターまつりは

となりました。ご了承ください。

蕨市手話通訳
⾏：社会福祉法⼈

蕨市錦町
FAX/TEL 
メールアドレス
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年度手話通訳者派遣等事業
新元号となり最初の年でしたが、無事に事業が遂⾏できたのは皆様のご理解ご協⼒

だと感じております。誠にありがとうございます。
今年度は、登録手話通訳者 7 名と専任手話通訳者
引きつづき、事業運営へのご理解
緊急事態宣言は解除されましたが、

手続き等で手話を使って話したい…とお考えでしたら、ぜひ派遣依頼のご連絡をお願いいたしま

令和 2 年度総合社会福祉センターまつり

社会福祉センターまつりは、新型コロナウイルス感染症の影響と皆様の安全を考慮して

となりました。ご了承ください。

蕨市手話通訳者
⾏：社会福祉法⼈蕨市社会福祉協議会

蕨市錦町 3-3-27 
FAX/TEL     048
メールアドレス w

年度 手話通訳

年度手話通訳者派遣等事業
新元号となり最初の年でしたが、無事に事業が遂⾏できたのは皆様のご理解ご協⼒

だと感じております。誠にありがとうございます。
名と専任手話通訳者

引きつづき、事業運営へのご理解とご協⼒をよろしくお願いいたします。
緊急事態宣言は解除されましたが、新型コロナウイルス感染症の脅威は

手続き等で手話を使って話したい…とお考えでしたら、ぜひ派遣依頼のご連絡をお願いいたしま

年度総合社会福祉センターまつり

新型コロナウイルス感染症の影響と皆様の安全を考慮して

となりました。ご了承ください。 

者派遣事務所だより
蕨市社会福祉協議会

 蕨市総合社会福祉センター
048-433-1940
warabi-haken@

 
 
 

手話通訳

年度手話通訳者派遣等事業につきまして
新元号となり最初の年でしたが、無事に事業が遂⾏できたのは皆様のご理解ご協⼒

だと感じております。誠にありがとうございます。
名と専任手話通訳者 1

ご協⼒をよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の脅威は

手続き等で手話を使って話したい…とお考えでしたら、ぜひ派遣依頼のご連絡をお願いいたしま

年度総合社会福祉センターまつり

新型コロナウイルス感染症の影響と皆様の安全を考慮して

派遣事務所だより
蕨市社会福祉協議会 蕨市手話通訳

蕨市総合社会福祉センター
1940 

haken@ezweb.ne.jp

手話通訳者派遣

につきまして、上記のと
新元号となり最初の年でしたが、無事に事業が遂⾏できたのは皆様のご理解ご協⼒

だと感じております。誠にありがとうございます。 
1 名の体制で事業に取り組んでまいります。

ご協⼒をよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の脅威は

手続き等で手話を使って話したい…とお考えでしたら、ぜひ派遣依頼のご連絡をお願いいたしま

年度総合社会福祉センターまつり中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響と皆様の安全を考慮して

派遣事務所だより
手話通訳者派遣事務所

蕨市総合社会福祉センター1 階 

.ne.jp 

派遣等事業

、上記のとおり
新元号となり最初の年でしたが、無事に事業が遂⾏できたのは皆様のご理解ご協⼒

名の体制で事業に取り組んでまいります。
ご協⼒をよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の脅威は

手続き等で手話を使って話したい…とお考えでしたら、ぜひ派遣依頼のご連絡をお願いいたしま

中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響と皆様の安全を考慮して

No.3

派遣事務所だより
派遣事務所 

等事業 事業報告

おり報告いたします。
新元号となり最初の年でしたが、無事に事業が遂⾏できたのは皆様のご理解ご協⼒

名の体制で事業に取り組んでまいります。
ご協⼒をよろしくお願いいたします。 
新型コロナウイルス感染症の脅威はまだ続きます。

手続き等で手話を使って話したい…とお考えでしたら、ぜひ派遣依頼のご連絡をお願いいたしま

中止のお知らせ 

新型コロナウイルス感染症の影響と皆様の安全を考慮して

No.39 2020

派遣事務所だより 

事業報告 

報告いたします。 
新元号となり最初の年でしたが、無事に事業が遂⾏できたのは皆様のご理解ご協⼒があった

名の体制で事業に取り組んでまいります。

続きます。通院や
手続き等で手話を使って話したい…とお考えでしたら、ぜひ派遣依頼のご連絡をお願いいたしま

新型コロナウイルス感染症の影響と皆様の安全を考慮して 

9 2020.6 

 

 
があったか

名の体制で事業に取り組んでまいります。 

通院や
手続き等で手話を使って話したい…とお考えでしたら、ぜひ派遣依頼のご連絡をお願いいたしま



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●受付時間

●派遣できる時間：午前

●派遣できる場所：埼玉県内

●申込方法

●費用

●申込先

 

下記対応をさせていただくことがあります。（しない時もあります）

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

 

●受付時間   

●派遣できる時間：午前

●派遣できる場所：埼玉県内

●申込方法   

●費用     

●申込先    

 新型コロナウ

下記対応をさせていただくことがあります。（しない時もあります）

 感染リスクを減らすため、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

  ①マスクの着用

  ②フェイスシールドの着用

 

 

 

※以下、①ホームページ名称②

          

          

          

          

 

   ：平日

●派遣できる時間：午前

●派遣できる場所：埼玉県内

   ：手話通訳者が必要な日の、土・日・祝日を除いた

記入して、

①名前②住所③連絡先④通訳が必要な日⑤通訳が行く場所⑥通訳の内容

     ：無料

蕨市登録手話通訳者又は専任手話通訳者が通訳に行きます。

秘密は守りますのでご安心ください。

※手話通訳者の指名はできません。ご了承ください。

    ：蕨市手話通訳者派遣事務所

蕨市錦町

FAX

 新型コロナウイルス感染症（

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、登録手話通訳者及び専任手話通訳者は

下記対応をさせていただくことがあります。（しない時もあります）

感染リスクを減らすため、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

①マスクの着用 

②フェイスシールドの着用

※以下、①ホームページ名称②

          

          

          

          

♪手話通訳者派遣等事業をご利用ください♪

：平日(月～金

●派遣できる時間：午前 8 時～午後

●派遣できる場所：埼玉県内(県外はご相談ください

：手話通訳者が必要な日の、土・日・祝日を除いた

記入して、FAX

①名前②住所③連絡先④通訳が必要な日⑤通訳が行く場所⑥通訳の内容

：無料(行事の入場料等はご負担ください

蕨市登録手話通訳者又は専任手話通訳者が通訳に行きます。

秘密は守りますのでご安心ください。

※手話通訳者の指名はできません。ご了承ください。

：蕨市手話通訳者派遣事務所

蕨市錦町 3-

FAX・TEL 048

新型コロナウイルス感染症（

◯手話通訳者派遣事務所からのお知らせ◯

イルス感染症の感染防止のため、登録手話通訳者及び専任手話通訳者は

下記対応をさせていただくことがあります。（しない時もあります）

感染リスクを減らすため、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 

②フェイスシールドの着用 

◯インターネットで見られる

※以下、①ホームページ名称②

①一般財団法人

新型コロナウイルス危機管理対策本部

          ②https://www.jfd.or.jp/covid19/

③新型コロナウイルス感染症に関する様々な情報が発信されています。

また、6

           

①一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会

          ②http://sai

          ③埼玉県内の相談、問い合わせ窓口等の情報がまとめられています。

①【メール＆

②https://inforhohdeaf.web.fc2.com/covid

③聴こえない方と聴こえる方の有志

新型コロナウイルス感染症について

各都道府県窓口

手話通訳者派遣等事業をご利用ください♪

月～金)午前 8 時

時～午後 10 時

県外はご相談ください

：手話通訳者が必要な日の、土・日・祝日を除いた

FAX・メール・郵送・来所・電話のいずれかでお申込み下さい。

①名前②住所③連絡先④通訳が必要な日⑤通訳が行く場所⑥通訳の内容

行事の入場料等はご負担ください

蕨市登録手話通訳者又は専任手話通訳者が通訳に行きます。

秘密は守りますのでご安心ください。

※手話通訳者の指名はできません。ご了承ください。

：蕨市手話通訳者派遣事務所

-3-27 蕨市総合社会福祉センター内

TEL 048-433

新型コロナウイルス感染症（

◯手話通訳者派遣事務所からのお知らせ◯

イルス感染症の感染防止のため、登録手話通訳者及び専任手話通訳者は

下記対応をさせていただくことがあります。（しない時もあります）

感染リスクを減らすため、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 

◯インターネットで見られる

※以下、①ホームページ名称②URL③ページ内容

一般財団法人全日本ろうあ連盟

新型コロナウイルス危機管理対策本部

https://www.jfd.or.jp/covid19/

新型コロナウイルス感染症に関する様々な情報が発信されています。

6 月 1 日より手話によるオンライン相談も行われるそうです。

①一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会

http://sai-deaf.org/blog/2020/05/01/2541/

埼玉県内の相談、問い合わせ窓口等の情報がまとめられています。

【メール＆FAX 連絡先】新型コロナに感染したかも

https://inforhohdeaf.web.fc2.com/covid

聴こえない方と聴こえる方の有志

新型コロナウイルス感染症について

各都道府県窓口の情報がまとめられています。

手話通訳者派遣等事業をご利用ください♪

時 30 分～午後

時(他の時間はご相談ください

県外はご相談ください

：手話通訳者が必要な日の、土・日・祝日を除いた

・メール・郵送・来所・電話のいずれかでお申込み下さい。

①名前②住所③連絡先④通訳が必要な日⑤通訳が行く場所⑥通訳の内容

行事の入場料等はご負担ください

蕨市登録手話通訳者又は専任手話通訳者が通訳に行きます。

秘密は守りますのでご安心ください。

※手話通訳者の指名はできません。ご了承ください。

：蕨市手話通訳者派遣事務所 

蕨市総合社会福祉センター内

433-1940 

新型コロナウイルス感染症（COVID

◯手話通訳者派遣事務所からのお知らせ◯

イルス感染症の感染防止のため、登録手話通訳者及び専任手話通訳者は

下記対応をさせていただくことがあります。（しない時もあります）

感染リスクを減らすため、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

◯インターネットで見られる

③ページ内容

全日本ろうあ連盟

新型コロナウイルス危機管理対策本部

https://www.jfd.or.jp/covid19/

新型コロナウイルス感染症に関する様々な情報が発信されています。

日より手話によるオンライン相談も行われるそうです。

①一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会

deaf.org/blog/2020/05/01/2541/

埼玉県内の相談、問い合わせ窓口等の情報がまとめられています。

連絡先】新型コロナに感染したかも

https://inforhohdeaf.web.fc2.com/covid

聴こえない方と聴こえる方の有志

新型コロナウイルス感染症について

の情報がまとめられています。

手話通訳者派遣等事業をご利用ください♪

分～午後 5 時 15

他の時間はご相談ください

県外はご相談ください)  

：手話通訳者が必要な日の、土・日・祝日を除いた

・メール・郵送・来所・電話のいずれかでお申込み下さい。

①名前②住所③連絡先④通訳が必要な日⑤通訳が行く場所⑥通訳の内容

行事の入場料等はご負担ください)  

蕨市登録手話通訳者又は専任手話通訳者が通訳に行きます。

秘密は守りますのでご安心ください。 

※手話通訳者の指名はできません。ご了承ください。

蕨市総合社会福祉センター内

 メール warabi

COVID-19

◯手話通訳者派遣事務所からのお知らせ◯

イルス感染症の感染防止のため、登録手話通訳者及び専任手話通訳者は

下記対応をさせていただくことがあります。（しない時もあります）

感染リスクを減らすため、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

◯インターネットで見られる情報の一例

③ページ内容 の順に掲載しています。

全日本ろうあ連盟 

新型コロナウイルス危機管理対策本部

https://www.jfd.or.jp/covid19/ 

新型コロナウイルス感染症に関する様々な情報が発信されています。

日より手話によるオンライン相談も行われるそうです。

①一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会 

deaf.org/blog/2020/05/01/2541/

埼玉県内の相談、問い合わせ窓口等の情報がまとめられています。

連絡先】新型コロナに感染したかも

https://inforhohdeaf.web.fc2.com/covid

聴こえない方と聴こえる方の有志が作成されたホームページです。

新型コロナウイルス感染症についてメールや

の情報がまとめられています。

手話通訳者派遣等事業をご利用ください♪ 

15 分 ※土・日・祝日は休み

他の時間はご相談ください) 

：手話通訳者が必要な日の、土・日・祝日を除いた 3 日前に以下①～⑥を

・メール・郵送・来所・電話のいずれかでお申込み下さい。

①名前②住所③連絡先④通訳が必要な日⑤通訳が行く場所⑥通訳の内容

 

蕨市登録手話通訳者又は専任手話通訳者が通訳に行きます。

※手話通訳者の指名はできません。ご了承ください。

蕨市総合社会福祉センター内 

warabi-haken@ezweb.ne.jp

19）関連情報

◯手話通訳者派遣事務所からのお知らせ◯ 

イルス感染症の感染防止のため、登録手話通訳者及び専任手話通訳者は

下記対応をさせていただくことがあります。（しない時もあります） 

感染リスクを減らすため、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

の一例◯ 

の順に掲載しています。

新型コロナウイルス危機管理対策本部 

新型コロナウイルス感染症に関する様々な情報が発信されています。

日より手話によるオンライン相談も行われるそうです。

 新型コロナウイルス関連情報

deaf.org/blog/2020/05/01/2541/

埼玉県内の相談、問い合わせ窓口等の情報がまとめられています。

連絡先】新型コロナに感染したかも

https://inforhohdeaf.web.fc2.com/covid-19/index.html

が作成されたホームページです。

メールや FAX

の情報がまとめられています。 

※土・日・祝日は休み

 

3 日前に以下①～⑥を

・メール・郵送・来所・電話のいずれかでお申込み下さい。

①名前②住所③連絡先④通訳が必要な日⑤通訳が行く場所⑥通訳の内容
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）関連情報 

イルス感染症の感染防止のため、登録手話通訳者及び専任手話通訳者は
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日より手話によるオンライン相談も行われるそうです。

新型コロナウイルス関連情報
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