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主催 人工内耳友の会［ＡＣＩＴＡ］  
主管 人工内耳友の会［ＡＣＩＴＡ］｢2017 富山大会｣実行委員会  

人工内耳友の会［ＡＣＩＴＡ］北陸ブロック／富山支部／ 
石川支部 ／福井県の正会員 

2017 年 6 月 9 日～12 日 
こられちゃね！ 
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人工内耳友の会ＡＣＩＴＡ｢2017 富山大会｣   
人工内耳友の会ＡＣＩＴＡ臨時総会／第 28 回懇談会ご案内 

 
「ご挨拶」 

  
  会員の皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

平素は[ＡＣＩＴＡ]の運営にご支援、ご協力をいただき有難うございます。 

さて、北陸ブロックの富山県富山市において 2017富山大会／第 28 回懇談会(以下「富山大会」)を

開催する運びとなりました。 

大会は、富山大会実行委員会主管の下、富山市民プラザにおいて 2017年度臨時総会・第 28 回懇

談会開催と親睦旅行等を行います。臨時総会では、既にご承知の通り、現在の任意団体の人工内耳

友の会[ＡＣＩＴＡ]の法人化は念願の設立の為の解散と、一般社団法人移行への設立総会を手順に

従い執り行うことになりました。沢山の会員参加の下に、任意団体の人工内耳友の会[ＡＣＩＴＡ]

とお別れして、新生の一般社団法人人工内耳友の会ＡＣＩＴＡの、歴史的な晴れの門出をお祝いし

ようではありませんか。そしてこれからの[ＡＣＩＴＡ]の在り方を語り合う機会と存じますので、

友知人をお誘い併せて、富山大会にご参加いただき、新たな気持ちでスタートしたいものです。 

翌日の親睦旅行の主なポイントに、室堂に向かうアルペンルートの雪の大谷は、春の陽光が神秘的

に雪を照らしだし、まさに別世界です。この素晴らしい大パノラマを車窓からお楽しみいただけます。 

弥陀ヶ原に到着後にカルデラ砂防会館見学等を終えて、立山国際ホテルに宿泊し交流をします。 

翌日は魚津市の三大景観のほたるいかミュージアム・埋没林・博物館等見学。海の駅蜃気楼で海鮮

BBQ等、海の魅力を楽しみながら、JR富山駅、富山空港へと帰途につきます。雄大な富山湾と澄み

切った大空、参加する者のみ知る、この感動を体感していただきたくご案内いたします。 
 
2017 年 2 月吉日  

主催：人工内耳友の会［ＡＣＩＴＡ］   会 長 松田 法夫  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  
◆参加申込みのご注意   
・懇談会／宿泊／交流会／親睦旅行の申込は、「2017 富山大会」申込書で行い、総会への出欠と委

任状や Ｑ＆Ａは、後日発送の「総会出欠はがき」でお願いします。   
・交流会や親睦旅行は、懇談会の附帯行事ですので、交流会や研修旅行のみのご参加でも懇談会参

加費を申し受けますのでご了承ください。  
 
◆総会出欠の締切り（総会出欠はがきは正会員のみにお送りします。）  
・総会出欠はがき(委任状･Ｑ＆Ａ)は、5 月中旬に発送予定の審議資料に同封します。必要事項をご

記入のうえ、5 月 31 日(水)までに投函してください。  
・総会出欠はがきは、懇談会への参加／不参加にかかわらず正会員は全員返信をお願いいたします 

・今回の総会では任意団体解散と一般社団法人への移行の承認を頂く必要があります。必ず投函し

ていただけますようお願いいたします。 

・欠席の方は総会出欠はがきにて委任状の提出をお願いいたします。 

委任状をご返信いただけない場合は議長に一任させていただく旨、審議資料と出欠はがきに明記

いたします。皆様のご協力をお願いいたします。  

・会員の皆様は移行に伴い、自動的に一社会員となります。尚、一社の会員となることに同意され

ない方は事務局へお問合せください。 

 
◆懇談会・宿泊・交流会・親睦旅行などの参加申込み  
・総会以外の参加申込は、本誌を熟読のうえ、綴じ込みの「2017 富山大会」申込書に必要事項を記

入して、 同封の封筒（または適当な封筒）にて 4 月 30 日(日)必着で郵送してください（封筒に

は切手をお貼りください）。また、郵送前に控えとしてコピーをお取りください。  
【申込書の郵送先】〒289-2531 千葉県旭市井戸野 97－２  辻内 良子 宛 
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１． 大会概要  
 
■目的：全国の人工内耳装用者が一堂に会し、交流と親睦を図るとともに、様々な困難や問題・  

成果などを話し合い医療関係者・機器関係者との協力により、一般の人々にも人工内耳 を

理解していただくことを目的とする。  

 

■主催：人工内耳友の会［ＡＣＩＴＡ］（じんこうないじとものかい あした）  

 

■主管：人工内耳友の会［ＡＣＩＴＡ］2017 富山大会実行委員会 

人工内耳友の会［ＡＣＩＴＡ］北陸ブロック／富山支部／石川支部 ／福井県の正会員 

 

■後援：富山県／富山市／社会福祉法人富山県社会福祉協議会／社会福祉法人富山市社会福祉協 

議会／富山大学耳鼻咽喉科頭頸部外科／富山県リハビリテーション病院子ども支援セン

ター／みみはなのど・あそうクリニック／富山県言語聴覚士会／全日本難聴者・中途失 

聴者団体連合会／富山県聴覚障害者協会／富山県難聴者・中途失聴者協会／全国要約筆記

問題研究会富山支部／富山県要約筆記サークル／(株)日本コクレア社／日本光電（株）／

メドエルジャパン(株)／富山新聞   (以上.申請中)   

                

■協力：富山コンベンションビューロー 

 

■会場：富山市民プラザ （アンサンブルホール・マルチスタジオ・ＡＶスタジオ） 

〒930-0084 富山県大手町 6-14   TEL：076-425-2564  FAX：076-493-1317  

 

■期日：2017年 6月 9日(金)～12日(月)   

2017年 6 月 9日(金)   拡大運営委員会    富山市民プラザ（マルチスタジオ） 

2017年 6 月 10日(土)   総会・懇談会      富山市民プラザ（アンサンブルホール） 

交流会            ホテルグランテラス富山  

〒930-0004 富山県富山市桜橋通り 2-28  

TEL：076-431-2211  FAX：076-441-0867 

2017年 6 月 11日(日)～12日(月)  親睦旅行 

  

■宿泊：6月 9日(金)    ホテルグランテラス富山 

6月 10日(土)   ホテルグランテラス富山 （18：00～交流会）       

6月 11日(日)   立山国際ホテル         （18：00～交流会）  

〒930-1454  富山県富山市市原 45  

 TEL：076-481-1111     

 

■情報保障  

・総会・懇談会 ：パソコン要約筆記／手話通訳／磁気ループ／ＦＭワイヤレス補聴システム  

FM補聴システム：会場には、フォナックの補聴援助システム（FM システム・ロジャーシステム）

とコクレアのワイヤレスアクセサリを準備する予定です。 

会場内で個人所有の FM補聴はご使用にならないようお願いいたします。 

・交流会：パソコン要約筆記    
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２．「2017 富山大会」プログラム  
  

■6月 10日(土)：富山市民プラザ（アンサンブルホール） 

１）総会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9:00 ～ 12:15（受付 8：20～）  

1-1  人工内耳友の会[ＡＣＩＴＡ]臨時総会 

開会挨拶／議長選出／資格審査／議事録署名人選出／活動報告／収支決算･監査報告 

任意団体解散・移行決議 

新支部紹介／退任役員表彰 

 

1-2  一般社団法人人工内耳友の会ＡＣＩＴＡ臨時総会 

一般社団法人人工内耳友の会ＡＣＩＴＡ設立総会 

定款・役員報告／事業計画案／予算案／その他   

 

会場の準備ができ次第、開始いたしますので御協力をお願いいたします。 開会式にご来賓が参加

されますので、会議の円滑な進行にご協力お願いいたします。  

 

昼食（3 階）12:15 ～13:15 

 

２）懇談会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  13:30 ～17:00  

 

① 開会式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  13:30 ～14:00 

  開会の挨拶   人工内耳友の会ＡＣＩＴＡ「2017富山大会」実行委員長  

兼人工内耳友の会ＡＣＩＴＡ富山支部支部長  山本 良一   

歓迎の挨拶  （一社）人工内耳友の会ＡＣＩＴＡ新会長                     

来賓紹介  来賓祝辞   富山県知事 石井隆一様（いしい たかかず） 

                       富山県市長 森 雅志様（もり まさし） 

 

② 基調講演 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    14:00 ～15:30 

【講演】  「人工内耳手術とメマイ」 

富山大学耳鼻咽喉科頭頸部外科教授 將積 日出夫（しょうじゃく ひでお）先生    

 

  【講演】 「人工内耳と子供たち －明るい「あした」を目指して－」 

富山大学耳鼻咽喉科頭頸部外科准教授 藤坂 実千郎（ふじさか みちろう）先生              

  

休憩  15:30～15:40 

 

③ 質疑応答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    15:40 ～16:00 

 

④ 閉会式・・・・・・・・ ・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・    16:00 ～17:00  

アトラクション 「越中おわら」                                 

閉会挨拶 実行委員会 副委員長                                                           

 

３）交流会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18:00 ～ 20:30 

会場   ホテルグランテラス              

  

■6月 11日(日)～12 日(月)  親睦旅行 

1 日目／雪の大谷見学⇒標高 2,450ｍの室堂⇒弥陀ヶ原に移動し昼食⇒立山カルデラ砂防博物

館見学⇒立山国際ホテルで宿泊  

  2 日目／「ささらや」⇒滑川のほたるいかミュージアムの見学⇒埋没博物館⇒道の駅で海鮮バ

ーベキュー⇒富山駅⇒富山空港へ 
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３．会場へのアクセス  
1）空港→懇談会会場 富山市民プラザ    

・富山地鉄バス 富山地鉄空港線富山駅行き 

空港ターミナル前乗り場①⇒総曲輪バス停下車⇒市民プラザ 障害割引 210 円 徒歩 3 分 

・タクシー使用 約 20分 約 3000円 

 

2）ＪＲ富山駅→懇談会会場 富山市民プラザ    

・富山地方鉄道３系統環状線富山駅行き（改札出て⇒右側） 

富山駅⇒大手モール前下車⇒市民プラザ 障害割引 100円 徒歩 2分 

・タクシー使用 約 6分 約 1000円 

 

3）富山市民プラザ→ホテルグランテラス富山 

・富山地方鉄道 3 系統環状線富山駅行き 

大手モール前⇒電気ビル前下車⇒ホテル 障害割引 100円 徒歩 1分 

 

4）空港→宿泊ホテル・ホテルグランテラス富山  

・富山地鉄バス 富山地方鉄道富山駅行き 

空港ターミナルビル前乗り場①富山駅行き⇒市役所前下車⇒ホテル  

障害割引 210円 徒歩 6分 

・タクシー使用 約 25分 約 3500円 

 

5）ＪＲ富山駅→宿泊ホテル・ホテルグランテラス富山 

・徒歩 約 7分 

・タクシー使用 約 3分 約 1000円 

 

※市民プラザからホテルの送迎バス（25人乗り）が出ますが、足の悪い方、高齢者の先着順とさせ

ていただきます。 

申込用紙の通信欄にバス希望と記入をお願いします。 

他の方は電車・バスを利用しての移動をお願いいたします。 

※タクシーの所要時間・料金は目安です。 

 

４．参加申込要領  
  

  ご注意：本誌に綴じ込みの「2017 富山大会」申込書は懇談会申込専用です。 

  

★以下はすべて、本誌に綴じ込みの「2017 富山大会」申込書にて申込みください。  

１）懇談会  

種別 
4/30(日)迄(必

着) 
5/1(月)以降 備考 

会員(正会員･賛助会員共通) 2,000 円 2,500 円 記念誌・資料含む 

非会員 2,000 円 2,500 円 記念誌・資料含む 

会員･非会員に同伴する家族     0 円     0 円 資料なし 

 

・会員･非会員に同伴されるご家族(配偶者･父母･子供)は、資料が不要な場合は何人でも無料ですが 

申込書には参加者全員の氏名を記入し、参加登録をしてください。  

・総会(9:00～12:15)のみに出席される方は、参加費は不要です。総会への出席は、正会員及びその

ご家族のみです。非会員は出席できません。  

・基調講演は、成人・保護者向けテーマを全体で聴くスタイルとなります。  
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２）保育（ゲーム・遊戯）12:45～17:00  

・ご希望の方は、本誌文末の「申込書」ご記入ください。(3階 AVスタジオ)  

・保育費は 1 人 500 円です。傷害保険に加入し、おやつ付きになります。  

・おむつのとれない乳児のお子さんは、保育の対象外になりますのでご了解の程お願いいたします。  

・保育時間帯に保育児の様子をメールでのご確認を希望される方は、当日担当者にメールアドレス

をお伝えください。  

  

３）6月 10 日(土：大会当日)の昼食  

・6月 10日(土)のお弁当を１個 1,000 円(お茶付)でご用意します。  

・3階ロビーで受取・食事（マルチスタジオ・AVスタジオ） 

・当日の申込みには応じかねますので、必要な方は必ず綴じ込みの「2017 富山大会」申込書で お

申込みください。  

・利用時間 12:15～13:15 厳守のご協力をお願いします。  

  

４）ＤＶＤ  

・大会期間中の動画・写真を収録したＤＶＤ(字幕なし)を１セット 500 円を用意します。 

＊本品は大会終了後に郵送をいたします。  

・当日の申込みには応じかねますので、必要な方は必ず綴じ込みの「2017 富山大会」申込書でお申

込みください。  

  

５）交流会  

・期  日：6月 10 日(土)  受付 17：40～18:00／宴会 18:00～20:30 

・会  場：ホテルグランテラス富山                

・飲食スタイル： 椅子席・円テーブル 

・料  理：和洋折衷料理 

・飲 み 物：飲み放題(ビール／日本酒／ワイン)  

・参 加 費：8,000 円 

・当日の申込みには応じかねますので、綴じ込みの申込書でお申込みください。 

 交流会は懇談会の付帯行事です。交流会のみのご参加でも、上記１）懇談会の記載に従い 

 懇談会参加の申込みをお願いいたします。 

 

６）宿泊 

・ホテル名：ホテルグランテラス富山 

       〒930-0004 富山県富山市桜橋通り 2-28 

        TEL：076-431-2211  FAX：076-441-0867 

 

・宿泊 6月 9日（金：大会前日）       

申込記号 形態 宿泊料 備考 

9-1 シングル 13,000円 夕食・朝食付き 

9-2 シングル 8,000円 朝食付き 

9-3 ツイン 13,000円 夕食・朝食付き 

9-4 ツイン 8,000円 朝食付き 

 

・拡大運営委員会出席者（同伴者を含む）の拡大運営委員会当日の宿泊および食事については、 

 別途［ＡＣＩＴＡ］からの出席要請に従ってください。 
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・宿泊 6月 10日(土：大会当日)  

申込記号 形態 宿泊料 備考 

10-1 シングル 8,000 円 朝食付き 

10-2 ツイン 8,000 円 朝食付き 

 

・宿泊料金は、いずれも一人当たりの金額で税込みです。  

 お申込みの際必ず相部屋の方の了解の上、お名前をお知らせください 。 

 (申込用紙「通信欄」に記入ください)。無い場合は実行委員会で決めさせていただきます。  

・また、ご希望の部屋が満室となった場合、他のタイプに変更を実行委員会で決めさせていただ 

く場合が あります。了承くださいますようお願いいたします。 

・室内の冷蔵庫、電話等の使用料は、チェックアウト時に利用者が精算してください。  

・申込み多数の場合等、やむを得ず別のホテルをご案内する場合があります。その際は申込者に 

ご連絡いたしますので、ご了承ください。 

 

７）親睦旅行  

・6月 11日(日)～12 日(月)の一泊二日旅行です。  

 ホテルグランテラス富山から貸切バスで出発します。 

・定員 47名（貸切バス 1台を予定） 

・参加費 （26000 円） 

 ※ バス代・昼食代・施設入館料・宿泊交流会費・旅行保険料等の費用を含みます。 

・入館料割引などに提示しますので、障害手帳を必ずご持参ください。 

 先着順に受け付けをします、参加ご希望の方は早めにお申し込みください。 

・定員に達した後に申込みをされた場合は大会終了後に返金いたします。 

・介助が必要な方は、介助者とご一緒にご参加くださいますようにお願いいたします。 

・お帰りの汽車・飛行機などの手配は時間に余裕のもった対応でお願いします。 

 

コース（予定）1日目 

9：00         9：45～10：00     11：00～13：00     13：15～14：15 

グランテラス富山 ⇒ 立山アルペン村（休憩）⇒ 室堂（雪の大谷見学）⇒ 弥陀ヶ原ホテル 

（昼食） 

15：30～16：30          16：45 

⇒ 立山カルデラ砂防博物館（見学）⇒ 立山国際ホテル 

  

2日目   

8：40   9：00～9：30    10：00～11：00         11：20～12：00 

ホテル ⇒ ささらや立山（見学）⇒ ホタルイカミュージアム（見学）⇒ 埋没林博物館（見学）   

 

12：05～13：00              13：45 頃   14：10頃 

⇒ 海の駅蜃気楼（昼食 海鮮バーベキュー）⇒ JR富山駅 ⇒ 富山空港 

 

８）参加費用の払込  

・払込用紙は同封のものをご利用ください。書き損じなどで必要な場合は、ゆうちょ銀行備え付け

の青色の払込取扱票をご利用ください。 

・ゆうちょ銀行等から次の項に記載の口座へ払込後、受け取った半券(払込票･払込金額受領証)を 

コピーして、申込書裏面の指定位置に貼り付けてください。 

・参加費振込先  

   *口座番号：（ゆうちょ銀行/旧郵便局からの場合） 00130-5-104655  

    加入者名： 人工内耳友の会［ＡＣＩＴＡ］懇談会          

   *口座番号：（一般銀行からの場合） ゆうちょ銀行 ｾﾞﾛｲﾁｷｭｳ店（019）-当座-0104655  

     加入者名： 人工内耳友の会［ＡＣＩＴＡ］懇談会 
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案内地図 
１）大会会場（総会／懇談会）            

            

・富山市民プラザ 

              

 
 

２）宿泊ホテル・交流会会場 

 

・ホテルグランテラス富山 

 

 

 



  

 

 

｢2017 富山大会｣（懇談会・保育・交流会・弁当・DVD・親睦旅行・宿泊）申込書（ご注意：拡大運営委員会関係は別途お申込みください） 

■申込締切：2017 年 4月 30日(日)必着 

■申 込 先：〒289-2531 千葉県旭市井戸野 97-2 辻内 良子 宛 （同封の封筒又は適当な封筒をご利用ください。） 

■費用振込：加入者名：人工内耳友の会［ＡＣＩＴＡ］懇談会 口座番号：00130-5-104655 （郵便局） 

※振込用紙は同封のものか、郵便局の｢青色｣の払込用紙をご使用ください。 

：加入者名：人工内耳友の会［ＡＣＩＴＡ］懇談会 口座番号：ゆうちょ銀行 ｾﾞﾛｲﾁｷｭｳ店（019）-当座-0104655 

■正会員が 5月 1日(月)以降にお申込みの場合には、懇談会参加費は 2,500円となります。お申込みはお早めに！  記入日：2017 年  月  日 

*参加券等の送付先 〒    - 

 

※申込代表者氏名             会員番号                  （←必須） TEL                      FAX 

参加者氏名 
性

別 

年

齢 

居 

住 

地 

懇談会 保育 
10日 

弁当 
DVD 交流会 

親睦 

旅行 

 宿泊 

夕食・朝食付き  朝食付き  朝食付き 

会員 

\2,000 

非会員 

\2,000 

同伴 

家族 

\0 

1人 500円

裏面【保

育】を記入

下さい 

\1,000 \500 \8,000 \26,000 

6/9 

(9-1) 

シングル 

\13,000 

6/9 

（9-3) 

ツイン 

\13,000 

6/9 

（9-2) 

シングル 

\8,000 

6/9 

(9-4) 

ツイン 

\8,000 

6/10 

(10-1) 

シングル 

\8,000 

6/10 

(10-2) 

ツイン 

\8,000 

記

入

例 

明日
あした

 春男
はるお

 男 52 東京 ○    ○ × ○ ○ × × × × ○ × 

明日
あした

 花子
はなこ

 女 32 千葉   ○  ○ × × × × × × × × × 

明日
あした

 咲子
さきこ

 女 3 千葉   ○ ○ × × × × × × × × × × 

合計 46,500円 ←←← Ａ ＝2000 円 B=500円 Ｃ ＝10,000 円 Ｄ ＝34,000 円 

                   

                   

                   

                   

合計        円 ←←← Ａ ＝ B= Ｃ ＝ Ｄ ＝ 

 

 

 



  

 

振込用紙の「払込金受領書」

をコピーして端をここに貼り

付けてください。 

【ご注意】 

・「懇談会」は該当箇所に○を、「交流会」「保育」「10日弁当」「DVD」「親睦旅行」「宿泊」は出席/必要は「○」、 

欠席/不要は「×」を記入してください。 

・正会員で、5/1(月)以降にお申込みの場合には「正会員」の欄に○印をご記入のうえ、参加費は「2,500 円」と 

して計算してください。 

・この用紙に書ききれないときは、この申込書をコピーしてご使用ください。 

・この申込書は｢2017富山大会｣専用です。拡大委員会出席者とその同伴者の 6/9(金)の宿泊は、 

この申込書には記入せず、別途［ＡＣＩＴＡ］からの通知にしたがってください。 

・事務処理の効率向上の為、会報発送時のラベルに記載されている会員番号をご記入いただくう 

ご協力をお願いたします。 

【参加費振込みにあたっての注意事項】 

・この口座は「2017富山大会」口座です。参加費以外は振り込まないようにしてください。 

 年会費などを一緒に振り込まれた場合は「2017 富山大会」への寄付金とみなし返金は致しません。 

【保育】 

・保育をお申し込まれる方は、傷害保険に加入の為、お子様のお名前・お子様の生年月日・保護者名・ 

TEL/FAX番号・住所を必ずご記入ください。 

・1枚の用紙に複数の家族の氏名を書かないでください。必ず 1家族 1枚でご記入ください。 

保育児氏名 生年月日 保護者氏名 TEL/FAX 番号 住所 保育費用 

      
      
      
    保育費用は、1 人 500 円です。                 小計：Ｂ      円 
 
通信欄 
１．申込み代表者と住所が異なる参加者は、ここに住所を記入してください。 

２．同室希望者の氏名をご記入ください。 

３．保育をご希望される保育児が食品アレルギーをお持ちの場合、ご記入ください。 

４．市民プラザからホテルまでの送迎バスを利用の場合は「バス希望」と明記してください。・                

                                                                                                                                      

                                                                    

                                                                 




