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福岡支部

伯川末行

人工内耳友の会
支部長

今年は干支では最初の

▼むかし王様がお触れ
を出した「元旦にお城

たかという面白い話。

子年である。なぜネズ
ミが干支で最初になっ

馬 耳 東 風

これらの諸活動を盛り上げ、 二匹に一年間ずつ動物の大将

するようにしましょう。

▼犬とサルは相変わらず喧嘩

今年は、［ＡＣＩＴＡ］本 しながらお城に向かっていた

れつつあります。八月には一 の手で準備運営することにな るのはその怨みからだそうだ。
回目の「会員交流会」を開催 ります。
▼ノーベル賞クラスの偉業と

三月上旬の「学習会」（予定） た一年になるよう祈念してお ス。その実験の第一号はほか
そして四月の「定期総会」へ ります。
ならぬネズミだったそうだ。

二十日（土）の「新年交流会」、 また、支部にとっても充実し 実験が成功したというニュー

参加者間では概ね好評でした。 ていただきます。
我々難聴者には福音である。
今後の予定としては、一月
本年が、皆さんにとっても ▼昨年十二月アメリカでその

きなかった会員が多数ですが、 動計画は、総会で審議し決め 聴神経の再生が可能になれば

四月からの一連の第二期活 言われる『万能細胞』。将来、

しました。諸事情から参加で

の格段の努力により会報「あ の九州地域交流会で、次回は 教えられ、元旦には行かず大
したのかわら版」の創刊号～ 是非とも福岡で ･･･
と言うこ 恥をかく。猫がネズミを見る
三号を発行し、会員に親しま とから決まったもので、我々 といまだに追い掛け回してい

は、その規模 回
･数共に自ず 今秋、福岡で開催することに にちを忘れたのでネズミに聞
と限界がありますが、関係者 なっています。これは、昨秋 くと『一月二日の朝』と嘘を

動はいよいよこれからと言っ 部二十年記念行事が六月に、 ので鶏が間に入って仲裁しな
たところです。 活動として 加えて「九州地域交流会」を がら門をくぐった。▼猫は日

一方、支部組織の強化と活

とご支援のお陰です。

会員の協力と九州大学 福
･岡 参加できる機会を作って、最 から飛び降りて真っ先に門を
大学両病院の先生方のご理解 低でも年一回以上は必ず参加 くぐった。次いで牛、虎、兎・・・。

つあります。これは創立以来、 るのは困難ですが、誰でもが くと同時にネズミは牛の背中

く四月には満一歳になります。 おかれた環境 条
･件は大きく かけた。それを見たネズミは
今までに、会員は六名増え 異なります。ですから、全員 牛の背中に飛び乗り一緒に。
て四十名に近づくなど増えつ 揃って諸活動や行事に参加す お城の門は閉まっていたが開

け暮れの一年でした。間もな 会員の構成を見ても、各人の 出よう」と大晦日の夜から出

す。昨年は、福岡支部元年で、 成果に繋げていくのは、他な にしてやろう」と。▼牛は
私的にも［ＡＣＩＴＡ］に明 らぬ会員皆さん一人一人です。 「わしは足が遅いので早めに

ん、新年おめでとうございま

会員ならびにご家族の皆さ と続き、第二期目に入ります。 に年賀に来い、早く着いた十

年頭挨拶

の 朝」

写真：四国支部
ち
「旅 立
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宗

静

男

先生

の人工内耳手術を九州大学で
行ったのは今から十四年前の
一九九四年でした。
手術の二週間後に音入れを行
い、声が聞こえた瞬間に患者

皆様にとって素晴らしい一年
となりますよう心よりお祈り

申し上げます。
て号泣されたのを見て感激で

の方とそのお父さんが抱き合っ

昨年四月より人工内耳友の
会福岡支部が発足いたしまし
皆もらい泣きをしたのが昨日
のことのようによみがえりま

たが、これを機に会員の皆様、
教育機関、医療機関の方々と
人工内耳はそれから改良を重

し

志

か

耳鼻咽喉科
た

尚

先生

ね、たった十年で大きさも小
さくなり性能も格段に向上し、

す。

のつながりがより親密なもの
になってゆくことを期待して
おります。
思い起こせば福岡県で最初

福岡大学医学部

川

手術を受けられた患者様の言
葉の聞き取りも飛躍的に良く
なりました。まさに日進月歩
であります。このような素晴
らしい医療技術を一人でも多
くの方々に知ってもらい、み
んなでその喜びを分かち合っ
てゆきたいと思っております。
本年も宜しく
お願い申し上げます。

新年明けましておめで

十一月に開催された九州

したことをたいへんうれ

しく思っております。

とうございます。皆様、
良い年をお迎
こととお喜び
申し上げます。

同士の絆をさらに深め、

ています。今年も、会員

えになられた

昨年は、福

地域交流会も、すばらし
い会であったとお聞きし

岡支部、熊本

ております。

一歩一歩着実に活動を進
められますことを期待し
支部が設立さ
れ、九州地域

さて、私ども人工内耳
友の会［ＡＣＩＴＡ］は、
に待望の支部
が二つも誕生

ました。創立当時の精神

いう基本姿勢を今一度顧

及び「人工内耳に関する
ことを良くしよう！」と

創立二十周年の年を迎え
しました。両
支部とも、役
員及び会員の
皆様が力を合わせて順調
に活動をスタートされま

目的で、本年六月に東京
都江戸川区で創立二十周

み、今後の発展を期する

改善をし、自分たちなりの最 自治体の動きをみてみると福

年記念大会を開催いたし

います。今年もよろしくお願 テムが機能しています。昨年 やしていくかが大切です。ま

いいたします。
末の博多小の集まりで講師と た就学後は、こどもさんたち
人工内耳友の会の会福岡支 してお呼びした愛媛大教育学 のコミュニケーション能力に

船出に心よりお喜び申し上げ ことに感心されておられまし によるハンディを少なくする をあわせないといけません。
ます。年頭でありますので、 た。しかし、正直、試行錯誤 ために、いかにサポートして 小さな声であっても、機会あ

そろ一年になります。順調な として組織だって動いている くか、学校生活において難聴 同じ問題をもった仲間で、力

サが故障して修理を依頼

部品が入手し難くなって
おり、スピーチプロセッ

においては修理のための

療育の先生方を含めて、多面 会、施設間での意見交換など て、福祉の変化が挙げられま ます。

人工内耳は発展途上です。 いところも多々あるかと思い 実に歩んで行きたいと考えて
皆様にとりまして、幸多い
幸いなことに福岡では学校や ます。しかし、研修会や講演 います。 全国的な問題とし 年でありますよう祈念いたし

話しします。

となってきました。私た

ることが、近い将来本当
に起こり得る身近な問題

しても修理ができなくな

ついてご両親には満足いかな す。おこさんたちとともに確 ましょう。

人工内耳の諸問題についてお であります。療育や教育法に いくことが中心になってきま る度に社会に働きかけていき

部も昨年発足しまして、そろ 部の高橋先生も、福岡が地域 あわせて、学力をのばしてい 体外器の福祉交付も含めて、

工内耳装用者の交流および情 ます。お誘い合せのうえ、
報交換が目的の集まりですの 是非ご参加ください。
で、極力政治的な動きは避け
一方で、日本の人工内
たいところです。しかし、身 耳 も 歴 史 を 重 ね た が 故 の
近なところでは電池代の支給、 新 た な 課 題 も 生 じ て い ま
す。例えば、旧型の機種

善をつくそうという共通認識 祉は縮小傾向であります。人

をとおして地域として努力、 す。現在の政府および全国の

ttp://www.normnet.ne.jp/~acita/

をもっています。幼児期には
あけましておめでとうござ より人工内耳に取り組むシス いかにことばの引き出しを増

教 授 中

人工内耳友の会
会 長 塩田辰樹

九州大学医学部 耳鼻咽喉科
教 授 小
新年あけましておめでとう

ございます。
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ち装用者にとっては大問

題です。このような場合、

使用可能な新型機への交
換が必要となりますので、

その費用負担の有無が懸

念されます。国の健康保

険適用の基準では、「交
換に係わる費用は、破損

した場合等においては算

定できる」と定められて
いますので、修理が不可

能な「破損」に起因する

場合、当然、新型機への

交換には健康保険が適用
されなければなりません。

このような運用が、全国

的に問題なく進められる
よう、人工内耳装用者全

員が協力して訴えていか

なければならないと考え

ております。皆様のご協
力をよろしくお願い申し

上げます。

今年も皆様にとりまし

て良い年になることを祈
念して、年初のご挨拶と

させていただきます。

昨年十二月伯川支部長、樋 約はあるが我々の活動に期待 そのあと福岡支部会員全員で 紅葉の山々も見事。只、ブラ
口副支部長が福岡県、福岡市、 する旨と「あしたのかわら版」 『炭坑節』を。他支部の方々 ン、ブランの揺れは自宅に帰っ
北九州市の障害・福祉担当部 を関連施設の閲覧コーナーに と情報交換等楽しい一時でし ても収まらなかった。九重山、

号

異 動 の お 知 ら せ

退会

・加藤津和子（正会員）

ご存知ですか

署を訪問。県の原野係長、福 設置していただくことも了解 た。更に、入山熊本支部長の 阿蘇山等を見物して熊本バス

辞任

役員異動

を有難う。

る」とかいいますよね。その

を取り今日に至っているおか

新 会 員 紹 介

進藤 妙子

新任

加藤津和子 （会計）
岩男サヨ子 （委員）

今から千三百年位前の平安

時代、京都から筑前国司とし

ほどの半月形は耳掛型、上の ある 日国司の もとに漁 師が

・平成十九年八月
福岡大学病院にて手術

・平成十九年七月

風にイメージしています。中 いがると嫉妬していました。 ・前田帆乃香（北九州市在住）

らいま した。 全体は福 岡の らい娘が生まれますが、後妻
「ふ」と県花の「梅」を老木 は近世が先妻の娘ばかりかわ

長の小木保雄氏に作成しても 妻に先立たれます。後妻をも ・寒川佳恵子（福岡市在住）

て赴任してきた佐野近世には
今回福岡支部マークを前会 椿姫という娘がありましたが

会(計 )

来年は福岡が担当地、みん 言葉はなんと福岡（博多）が
なで頑張りましょう。
本場なんですよ！

活動報告等を行っていきたい。

「
九州交流会」
参加記
實

おおほみのる

大穂
（那珂川町）

出来ました
福岡支部マーク

げである。 支部として今後
も行政窓口を継続的に訪問し

ら行政窓口と密にコンタクト 旅行、熊本市の福祉バスで大 に感謝、楽しく有意義な一時 る」とか、また「・・・着せ

・加藤 久夫（賛助会員）
（県外転居のため）

藤村課長ほか職員の方々とそ
れぞれ一時間程度面談。支部
設立経緯、活動状況、会員の

状況、組織の現状・課題など

突然の御指名で無学のヒョ
ウゲ爺が紙面を汚します事を

八二一‐九二六六 まで！

た近世はその場で娘を切って 編集後記

世は椿姫の部屋をのぞき見る ファイル）、他支部だよりは

と訴えてきました。その夜近 会員紹介欄（メンバーズプロ

黒丸は頭、右の黒丸はヘッド 「あんたン娘が毎晩俺が漁に
九州大学病院にて手術
ピース、左の多重丸は蝸牛を 着る着物ば盗んでいきょる」 お詫び

ゾート菊南に到着。本部の岡
日時 一月二十日 日( ) 田副会長や遠くは神奈川・徳
場所 「太宰府いきいき 島・香川・愛媛・山口支部長

かけていたのです。後で真実 尼崎市の西野元恵 玲
(月）さ
を知った近世は出家し娘を弔 んと四国支部の中野弘筰さん。

て太宰府天満宮へどうぞ。つ は、伯 川支部長 夫人の 舞踊 総工費二十億円。吊橋中央か おり、熊本支部マークも小木 大橋』からすぐ。一度行って
やっぱり今回もバタバタの
いでに「梅ヶ枝餅」をパクリ！ 『黒田武士』にウットリし、 らの眺めは、正に日本一で、 さんによるものです。
みてはいかがですか！
編集になりました。 （樋）

子や孫の学力向上、合格を願っ

みんなでワイワイ楽しく過 で、無学な私でも理解出来る 大吊橋へ、標高七七七メート 表しています。
います。それが今も残る「濡 いずれも大したものである。
ごしましょう。終わった後は 講演でした。 内(容省略 )
ルの地にあり長さ三百九十メー 小木さんは友の会のさまざ 衣塚」です。博多区千代町、 それに引替え私には何も芸術
行事が終わり、交流懇親会 トル、高さ百七十三メートル、 まなマークをデザインされて 石堂川沿い、西鉄バス『石堂 的才能もないな～。

しまいました。実は後妻が漁
新年にふさわしい書と写真
師と謀り娘の布団に濡れ衣を をと思いお二方にお願いした。

と娘は布団の上に濡れた漁師 都合によりお休みいたしまし
の着物を着ています。激怒し た。次回をお楽しみに。

情報センター」 らの顔も見え、豪華なメンバー
会費 一、八〇〇円
が揃った様である。熊本県知
ワー、スゴイ！
含( 昼食代、会場費等） 事や市長の祝辞が有り、講演
は熊本大学医学部の湯本教授 分・九重町の日本一の『夢』

新年交流会開催のお知らせ お詫びして・・ 福岡からの
つが
お申込みまだの方は今すぐ 参加は正・副支部長の番いと
ダイヤルを。ＦＡＸ 〇九二 私の五名、樋口氏の手廻し良
い手配で会場のロマネスクリ

を説明した。三部署とも非常
に好意的で、役所としての制

(６６才)

福岡県、福岡市、
北九州市を
訪 問

岡市の甲斐課長、北九州市の を得た。これは熊本支部の林 部屋に移り、深夜までお喋り センターで解散。 入山熊本
いわれのない罪を着せられ
田誠子さんが地域委員時代か 会。 明けて二十六日は観光 支部長はじめ、実行委員の方々 ることを「濡れ衣を着せられ
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