人工内耳関連助成
FAX 092-691-9341

編集責任者

は思われま い聞こえを提供するシステム
せん。
です。話し手と聞き手の距離

今後とも地 が離れた広い場所や周囲の声

道な活動が が行きかう場所、反響音が多

必要です。 い所などで有効です。このシ
会員の皆さ ステムは人工内耳友の会の総

▼本屋の店先に積み
上げられた本があった

『筆談ホステス』（光

文社）。本の帯に和服

を着た若いきれいな女
性の写真があったので

望でもあります。
る」と好評でした。
一時ＯＬ生活。再びホステス
去る八月一日 土( ク)ローバー
参加された会員の中で早速 へ。「働くなら日本一レベル
プラザ（春日市）においてフォ 購入され、いろんな場面で利 の高い銀座で！」と指折りの

る体験会を行いました。
ＦＭ補聴援助システムは遠

白い部分が受信機

樋口弘行

会員在住自治体へ要望

んもぜひ一 会などでも利用されています。 つい買ってしまった。▼著者

また我々のこの活動の進め することにより弁別（言葉の により失聴。十九才で人工内

緒に活動さ 人工内耳各社に対応が可能。 は斎藤里恵さん二五才、青森
今年度の支部活動計画のひ 支部としてのＰＲ活動が不十 れることをお願いいたします。 ただしこのシステムを利用 県出身。一才十ヶ月で髄膜炎
とつとして人工内耳用電池代、 分であることの裏返しでもあ

機器更新時の補助などを会員 ります。ただ、中には事前に 方にに対し有意義な助言も頂 識別）が良くなるわけではあ 耳の手術を受けるもリハビリ

で激痛を覚え再び音のない世
界に戻る。聞こえないがゆえ

の家庭内でのいざこざ、葛藤。

非行への道も歩む。▼接客業
に進みたいと思っていた彼女

はふとしたことからクラブの

ママと知り合いホステスの道

へ。十九才。▼本人はもちろ
ん周りの人も耳が聞こえない

のにやっていけるか？不安が

あったがチャレンジしてみた

い一念で手のひらサイズのメ
参加者からは「みんなが雑 モ帳とペンを使って「筆談ホ

在住の自治体へお願いするこ 人工内耳についての情報を収 くことができました。
りません。
とになっております。
集されているところもありま
各市役所のご担当者の方々
はご多忙の中、長時間対応い

訪問に当たっては地域在住 ただきありがとうございまし
た。厚く御礼申し上げます。

これまでに北九州市、福岡 した。
市、久留米市、八女市、古賀
市、福津市にお願いいたしま

ＦＭ補聴
援助 システム

勉 強会

（三面に関連記事）

した。残る二丈町、那珂川町、

各自治体とも厳しい財政事

工内耳そのものや装用者の実 す。
態は十分に把握されていない

というのが実感でした。これ 情の中で新規事業としての助 くにいる相手の声をキャッチ
は我々人工内耳装用者や福岡 成が一朝一夕に実現できると し、ＦＭ電波によってよりよ

耳掛け型下部の

FAX 092-821-9266

人工内耳友の会［ACITA] 福岡支部

馬 耳 東 風

者の共通の悩みでもあり、願 談している中でもよく聞こえ ステス」に。▼その後上京し

「少しでも聞こえをよくし
たい。」これは人工内耳装用

使用法を聞く参加者

い中、彼女の「新しい世界へ
のチャレンジ精神」に感銘。

▼失聴者で接客業自体が珍し

以上に心に響くことがある」

各市役所とも担当課長様は の会員にも同行してもらうこ ナック・ジャパン 株 の内村 用されている方もあります。 クラブへ面接に。過酷な競争
[
]
じめ担当者の方々が熱心に話 とにより助成の必要性を強く 哲晃さんを招きＦＭ補聴援助
の中、いま人気ホステスとし
を聞いていただきましたが人 訴えることができたと思いま システムの説明会と実機によ
て活躍。「筆談は普通の会話

した。

のやり方でやるから・・」と
の返事があり実現しませんで

打診したところ「山口は山口

アであることから、同行して
請願したいが如何ですか？と

人工内耳友の会「響」のエリ

きょう

が在住しているものの山口県

のうえ順次訪問する予定です。
ただし下関市は福岡支部会員

下関市についても日程を調整

請願する伯川支部長と会員[北九州市]

2009年9月15日(火)発行
人工内耳友の会［ACITA]
福岡支部
eメール acita-f@awa.bbiq.jp
発行責任者 伯川末行
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員に伯川支部長（新任）が選 ます。急な交代でご迷惑をお 人の協力でそのような方でも

毎年一回 全国の会員が集 本年度内には会場、宿舎、旅

人工内耳友の会・全国大会

再来年九州で開催か！

ばれ、樋口副支部長が監査に かけしておりますが、私自身 参加出来るような大会に出来
再任されました。
充電しながらの会務になり、 ないものかと思案しておりま
一方、本部の副会長で九州 また会社勤めもあり多忙です すが、なかなか妙案がでて来
担当だった馴染みの岡田孝司 が、皆様のあたたかいご支援 ません。しかし九州は観光資
さんと、運営委員の那須誠治 でこの苦難の道を乗り切る所 源が沢山あり観光を兼ねての
さんが退任され、総会で感謝 存であります。
参加者が増えることは十分可

さて毎年大きな行事の一つ 能であると思っています。す う本部の全国大会は、総会・ 行先等の基本事項を決める必

総会後は、「懇談会」「夜 に総会兼懇談会がありますが、 でに実行委員会も開催されて 懇談会・懇親会・観光旅行な 要があります。

役員改選を行いました。

をご覧下さ 。

加者がこれにも及ばなかった を良くしよう」を掲げて、こ 域での開催はありません。

日帰りバス旅行

]州地区担当のご挨拶にもあり
ますように一昨年、熊本・福
この行事は、今年はじめて
岡に支部が誕生したことから 計画実施します。秋空のもと、

新会長メッセージ、恒岡九

ようで老人パワーにかげりが の未開の地で人工内耳の正し
来年は浜松での大会が決定
出てきていることは残念です。 い理解をＰＲし、九州地区が しております。
この原稿の依頼で、所沢大会 さらなる強化ができれば九州

新会長メッセージ

参加者減少を認識し、再来年 支部はもとより Ａ[ＣＩＴＡ
の九州大会（開催は福岡）を の強化にもつながることも可
盛り上げる意味で少しでもＰ 能になります。また人工内耳

Ｒになればと思いしたためま 電池や機械本体の助成要望活 来年の浜松大会に続いて再来 会員・家族の皆さん、実りの

たかのようですが、日中はま の地であり開催が現実となり て、みなさんの知恵でより参

松田法夫

会長

人工内耳
友の会

経費節減と効率化を狙い、
役員を一名減らすと共に運営

委員の特任制を設けました。
新役員は次の通りです。
松田法夫
白石弘美
今野 聡
北沢 淳

だまだ暑い日々です。鈴虫が つつあることは大変喜ばしい 加しやすい九州大会を開かれ 支部で相談した結果、会場、

塩田辰樹

土屋和代

会長
副会長
事務局長
会計
辻内良子

した。過去の経過を引っ張り 動は全国のトップレベルになっ 年は九州開催の声が次第に強 秋・紅葉を楽しみませんか！
暑い夏もようやく峠を越え だして失礼ですが九州は未開 ており活発な活動力を活かし くなってきました。
具体案は目下検討中ですが次

広報委員

予定日

日田市方面

十一月の土曜日
または日曜日

等を検討中

日田市内・鯛生金山
サッポロビール見学

行き先

これを受けて福岡・熊本両 の内容で検討しております。

運営委員

鳴き始めている知らせもあり、 ことです。
ることを願っております。
交通の便などを考慮して福岡
ゆっくりと秋に向かっている この様な参加者減少は決して 最後に Ａ[ＣＩＴＡ の]一本化 市で開催するのが妥当だろう

選任。福岡支部から、運営委 と申します。宜しくお願いし 感じております。会員一人一 てやみません。

員会を構成し、これを中心に ますので多数ご参加ください！

て東海支部の松田法夫さんを 知県豊橋市に在住の松田法夫 沢山お見えになられることを が実りある大会になる事を願っ ば福岡・熊本両支部で実行委 詳細が決まりましたら連絡し

特任委員
古川さち子 ようです。
Ａ[ＣＩＴＡ だ]けの問題だけ のまとめも最終段階に来てお ということになりました。最
野明美智代・佐藤洋子
申し遅れましたが今年度の ではありません。全難聴の全 りますが、ご支援をいただき 終的には近く開催される本部
長井修一
総会で（所沢大会）塩田前会 国大会でもおなじで高齢化に 分かりやすい ＡＣＩＴＡ 作 運営委員会で決定されます。
[
]
会長には、塩田さんに代わっ 長の退任の後を継ぎました愛 伴い外に出るのも大変な方も りにご協力いただき九州大会
九州での開催が決定されれ

須藤和子・岡本美晴
恒岡四郎・伯川末行

紅葉の秋

た。 先ず総会では、活動報 流を深めました。
和で開催しました。嘗てない のではないかと思っています。 になります。
る心構えを今から醸成してい
告、今年度の活動方針・予算
本大会の詳しい内容は、本 二〇〇人近い参加者で賑わい そして Ａ[ＣＩＴＡ の]会の精
この大会の開催場所は、各 きましょう。
案等を承認・決定したあと、 部の会報「明日」（八十六号） ました。所沢大会の成人の参 神に「人工内耳に関すること 地域輪番ですが、未だ九州地

センター学院で開催されまし が一年ぶりに再会して親睦交 大学生懇談会をさいたま市浦 盛大な大会も夢ではなくなる 大学生懇談会も開催すること 肝要です。全国の仲間を迎え

本部の全国大会が埼玉県所沢 の懇親会」「日帰りバス旅行」 今年も六月に所沢大会を終え おり観光をポイントにしてＰ どををセットで行います。ま
この大会を成功させるため
市の国立リハビリテーション などで、人工内耳装用者同志 てまもなく八月に保護者中高 Ｒを十分にしていただけると た八月には保護者、中・高・ には両支部会員の総力結集が

家族約百三十名が参加して、

六月十二・十三日、会員・ 状が贈られました。

新役員人事決定

所沢大会 が
終 了
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自治体による
助成の実施状況

別府市 ③熊本県熊本市 ④
現在助成を実施している自 ～三千円見当）
伯川様力強い味方が居られま
熊本県宇土市 ⑤熊本県宇城 治体は前述のとおりですが、
詳しくは「ＡＣＩＴＡホー す、福岡大会を盛大に行われ

各自治体へのお願いは左欄 人工内耳買替えに対する助成 県八代市 ⑧山口県防府市

助成お願い

９ 号

得制限や回数制限などが設け

の文書に自治体の助成実施状
①大分県大分市 ②熊本県 ⑨山口県長門市 ⑩埼玉県入 られています。人工内耳買い
況一覧、人工内耳関連書類を 宇土市 ③山口県防府市 ④ 間市 ⑪栃木県鹿沼市 ⑫滋 替えについては上限が二十万
添付して、支部長、副支部長 新潟県加茂市 ⑤富山県富山 賀県長浜市 ⑬滋賀県甲賀市 円から百万円（宇土市）。

①大分県大分市 ②大分県 富山県富山市

ております。（一ヶ月当り二

と当該自治体在住の福岡支部 市 ⑥滋賀県甲賀市
⑭滋賀県東近江市 ⑮新潟県 電池代については年間二万四
会員と一緒にお願いに行って 人工内耳用電池に対する助成 加茂市 ⑯愛媛県松山市 ⑰ 千円から三万六千円位となっ
おります。

しょう、支部役員の皆様のご

協力を重ねてお願い致します。

余談になりますが私も九州、

鹿児島の出身です、二十二歳
の時に上京しました、色んな

職を経て二十六歳の時ネオン

看板の会社に入社しました、

運営委員会で協議していかね 内耳友の会 Ａ[ＣＩＴＡ の]発
ばなりません、福岡支部長及 展にご協力ご支援宜しくお願
び本部運営委員であられます い致します。

九州・福岡大会を控えて本部 各支部役員、会員の皆様人工

来年度（二〇一〇年）浜松 大勢の同じ仲間の皆様と交流
大会、再来年度（二〇一一年）、 出来て嬉しく思っております。

深めて参りたいと思います。 か参加していました、今では

ます。入山九州地域委員、九
私が人工内耳友の会 Ａ
[Ｃ
州各支部の支部長、委員の皆 ＩＴＡ の
]会に入会したのは
様と連絡を取りながら交流を 二〇〇三年で交流会には何度

すので宜しくお願い申しあげ

でまいりたいと思います、大 日」八十三号のリレー随想に
役ではございますが頑張りま 掲載した通りです。

な経験と実績を基本に引継い 営を断念しました。会報「明

した。岡田さんの長年の豊富 夏に突発性難聴になり会社経

長退任後全国大会、総会、懇 バブルが弾けてからも何とか
談会担当を引継ぐ事になりま やって来ましたが二〇〇三年

す。それと今期から岡田副会 に加入して営業していました。

めて参りたいと思っておりま ました、全日本屋外広告組合

当になりました恒岡四郎です。 五歳の時に独立しました、仕
支部の皆様と情報交換に勤 事に必要な資格は全て取得し

り本部運営委員で九州地区担 一種の資格取りました、三十

その間に電気工事士（二種）
福岡支部の皆様、本年度よ の資格を取りその後勉強して

恒岡四郎さん

（九州地区担当）

本部運営委員

ご挨拶

市 ⑥熊本県山鹿市 ⑦熊本 助成にあたってはそれぞれ所 ムページ」をご覧ください。 る様に皆様と一緒に頑張りま
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Member's Profile（ 7 ）

人工内耳

趣味では、ソフトバレーボー

の 手 術 を し ルをやっています。毎週練習
て 早 い も の して時々試合なんかもあって
これは、失聴する前からやっ

で 十 年 ほ ど とても楽しいです。
経ちます。
私が 住 ん ていて人工内耳を装用するま
で い る と こ での聞こえない一年間の間も

岡田孝司

埼玉支部
支部長

さん

八十人前後が参加しています。

九州大学病院でリハビリを

本年八月九日、浦和で保護者・ されておられる方は一度ご覧
中高大生懇談会を開催しまし ください。正面玄関から新病

たが、所沢大会より、参加者 棟手前の歩道を右へ。新外来

が多かったようです。ただ、 棟から五十メートルくらいの

埼玉支部親子の部の会員は、 ところで直ぐ分かります。
福岡支部の皆さん、こんに の装用者）二十一名、賛助会 ほとんどが支部会員であって、 博多太閤割もこの時代に行

他支部便り

思えば二年前、福岡支部設立 児会員四名から三十名になり

か み や そうたん

て博 多の豪商 、神屋 宗堪、
し ま い そうしつ
島井宗室らとともに取り組ん

願 い

だということです。

お

会員一部の方で年会費未納

の方がおられます。年間数万

円の少ない予算の中で何とか
ゆかりの松
豊臣秀吉は島津征伐と朝鮮 やり繰りしております。未納

太閤秀吉・千利休

九州大学 医学部構内

産 者 が 多 く かき心配なのですが、３Ｇの すガ、この二年間で立派な支 十三名を以て構成しています。 問題を抱えています。
私 も 主 人 と カバーをして使い、帰ってき 部になり、敬服しております。 設立当初と比較すると、装用

義 母 の 三 人 たら即乾燥！

支部の泣き所です。

高じて知り合いのブリーダー 申し上げて、感無量なものが ていません。この辺りが埼玉

で 茶 業 を 営 あとは犬が大好きで、三匹 総会にお招き頂き、設立当初 ましたが、成人会員は設立当
ん で お り ま 飼っているのですが、それが に参加させて頂いた立場から 初と比べて十名ほどしか増え

す。
繁 忙 期 に は さんのもとトイプードルを繁 あります。

の生活はとても楽しく癒され させて頂きます。

「なな」＆「ちゃこ」ちゃん

本来は八月初めに発行する

編集後記

ているため、支部がマンネリ います。一五八七年島津征伐 きますようお願いいたします。

います。勉強会などは別々に

暑さのせいというわけでは

ありませんがなかなかアイディ

アが出てこないで毎回同じよ
うな内容、紙面の構成になり

ました。次は節目の第十号で

もありますので早めに準備を
してまいりたいと思います。

正会員三十名、準会員（県外 交流を続けています。毎年、 うか！ 往時が偲ばれます。 ろしくご協力ください。

成人正会員二十六名、装用児 合同でバーベキューを開催し、 を集めて湯を沸かしたのでしょ うかと思います。その節はよ

ましたが、今年の四月現在、 た、年一回、成人・親子の部 写真の松に釜を掛け、枯れ葉 原稿をお願いすることもあろ

設立当初は、成人十六名、装 やっていますが、ご希望なら
用児四名、計二十名で発足し どちらにも参加できます。ま

わってしまいました。

ため、残念ながら埼玉支部十 なお、成人会員と親子の部は
周年記念大会も開催できず終 非常に緊密な関係を維持して

所沢大会に私が関わっていた たいと考えているところです。

多くなりお茶の消費量が落込 工内耳と上手に一生付き合っ 立二十周年記念大会、今年の えて支部運営に関わって行き 松」として残っています。
んでいますが、お茶にはイン ていこうと思っています。

フルエンザウイルスの増殖防
止、虫歯予防、口臭予防、老

化防止、がん予防など様々な

効果がありますので皆さんも
是非お茶を飲んでくださいね！

子供が娘一人なので後継者も

いないのですが体が動く間は

頑張ろうと思っています！

「釜掛け松」

す。
今の生活が成り立っているこ がって創立十周年も過ぎまし は本部運営委員を下させて頂 もので、その場所が九州大学 予定が大幅に遅れて申し訳な
近年、水やペットボトルが とが多々有り、これからも人 たが、昨年［ＡＣＩＴＡ］創 きましたので、少し視点を変 医学部キャンパスに「釜掛け く思っております。

りがいのある仕事でもありま すが、人工内耳があってこそ 月二十五日のことです。した と言うところです。幸い、私 ゆる野点の始まりといわれる

の だ て

きつい仕事ですが「美味しい ています。
埼玉支部が設立されたのは、 化しています。十年間も同じ を終えた秀吉に千利休が野外
良いお茶を作ろう！」と、や
こんな感じで能天気な私で 今から十年前の平成十一年四 顔ぶれでは“さもありなん” で茶を立てます。これがいわ

しい毎日です。

場でのお茶もみと夜中まで忙 きは寂しいのですが犬たちと ましたので、埼玉支部を紹介 立当初から人事そのまま続い 出兵に当たり九州に二回来て の方はぜひ早急に納入いただ

畑 で の お 茶 殖させています。子犬はまた
さて、今回は「埼玉支部に 勢い、役員構成も四役（正副
摘 み か ら 工 またすごく可愛くて手放すと ついて」との原稿依頼を受け 会長、事務局長、会計）は設

ここに
こんなものが！

八 女 茶 の 生 ができました。 夏場は汗を から二年が過ぎたかと思いま 生、情報保障者）六名、計八 で、一本化については難しい くる石田三成が博多奉行とし

ろは八女市。 友達の協力の下、続けること ちは。福岡支部が設立されて 員（ＳＴおよびろう学校の先 ＡＣＩＴＡの会員ではないの われＮＨＫ「天地人」に出て

在住）
（八女市

子 さん
安
延
松

こ

す

や
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