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「創立 25 周年記念大会」

(2013 年度定期総会／第 26 回懇談会) ご案内

「ご挨拶」

会員の皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は[ＡＣＩＴＡ]の運営にご支援、ご協力をいただき厚くお礼申しあげます。
さて、人工内耳友の会[ＡＣＩＴＡ]では、予てより 2008 年度より取り組んでまいりました
組織「一本化」も、今年度の福岡大会において会則改定案をご承認いただき、組織「一本
化」の移行へと整うことができ心よりお礼申し上げます。
2013 年度は組織「一本化」移行と人工内耳友の会[ＡＣＩＴＡ]が設立されて25 年目の節
目となり、創立 20 周年記念大会と同じ会場のタワーホール船堀において開催いたします。
本会、創立 25 周年記念大会の懇談会でも座談会を企画し、未来の組織つくりを目指して、
会員の方からご意見をいただき会運営のご提案をいただき反映させていただく所存であり
ます。
また講演は「聴覚再生医療の現状と将来」(仮題)と題して、講師をお迎えしてご講演を賜
ります。
また、親睦旅行は、皆様から多くご要望を頂いた東京の新しいシンボルの東京スカイツ

リーから浅草を回り、山梨県に向かい、河口湖温泉に一泊し、翌日は富士五湖周辺をめぐ
り、再び東京へ戻ります。
全国の仲間の皆さんが創立 25 周年記念大会に一人でも多く参加されますようご案内い

たします。

2013 年3 月吉日
主催：人工内耳友の会[ACITA] 会 長 兼
主管：創立 25 周年記念大会実行委員会 実行委員長 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、「創立 25周年記念大会」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、交流会や親睦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(金)までに投函してください。

・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。
・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。
返信していただかないと総会が成立しない事態も懸念されます。必ず投函していただけますようお
願いいたします。

◆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「創立 25周年記念大会」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(火)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：①人工内耳友の会［ＡＣＩＴＡ］創立２５周年を祝し、組織「一本化」後の明日（未来）
に輝くための更なる発展の一歩とする。 ②
②人工内耳装用者が一堂に会して交流と親睦を図ると共に、医療関係者・機器関係者都の
協力により、一般の方々にも人工内耳の理解向上に努める。

■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：｢創立 25 周年記念大会｣実行委員会／人工内耳友の会［ＡＣＩＴＡ］運営委員・人工内耳
友の会東京支部・神奈川支部・埼玉支部・千葉支部

■後援：（予定）東京都／江戸川区／(社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会／（特）東京都中
途失聴・難聴者協会／声援隊／（特）みみより会／（株)日本コクレア／(株)日本バイオ
ニクス／メドエルジャパン(株) ／（株）東京信友／（株）ワールドパイオニア／（株）
カインズ福祉ネット／報道各社 (順不同)

■会場：東京都江戸川区タワーホール船堀
〒134-0091 東京都江戸川区船堀 4-1-1
電話：03-5676-2211(管理事務所) FAX：03-5676-2501(管理事務所)

■期日：2013年 6月 14日(金)～17日(月)
2013 年 6月 14日(金) 拡大運営委員会／タワーホール船堀
2013年 6月 15日(土) 2013 年度定期総会・懇談会／タワーホール船堀

交流会／タワーホール船堀
2013年 6月 16日(日)～17日(月)1泊 2日旅行

東京スカイツリー・浅草・河口湖温泉方面

■宿泊：瑞江第一ホテル＜6月 14(金), 15日(土)＞
〒132-0011 東京都江戸川区瑞江 2丁目 6-16
電話：03-5243-8000 FAX：03-5243-8354

■情報保障
・総会・懇談会(小ホール) ：ＰＣ要約筆記・手話通訳・磁気誘導ループ・ＦＭ補聴システム
・保護者分科会(401会議室): ＰＣ要約筆記
・交流会 ：ＰＣ要約筆記・ＦＭ補聴システム
・親睦旅行 ：手書き要約筆記の予定
・ＦＭ補聴システムは 75ＭＨｚ、169ＭＨｚの２波を準備する予定です。
会場内では個人所有の送信機はご使用にならないようにお願いいたします。
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２．「創立 25 周年記念大会」プログラム

１）2013年度定期総会 ……………………………………………………… 09:30 ～ 11:45
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／活
動方針(案)／予算(案)／役員選出(案)／支部承認報告その他
会場の準備ができ次第、開始致しますので御協力をお願い致します。
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致します。

（ 昼 食 ）・・・・401会議室

２）懇談会

①開会式 ……………………………………………………………………… 13:15 ～ 14:15
開会挨拶
来賓祝辞
25周年記念式典
開会式前に必ず着席頂くようご協力をお願い致します。

②講 演 ……………………………………………………………………… 14：25 ～ 15:25
テーマ：「聴覚再生医療の現状と将来」
京都大学耳鼻咽喉科 准教授 山本典生先生

③分科会……………………………………………………………………… 15：40 ～ 17:10
１．成人分科会：座談会「魅力ある組織作りとは？」 小ホール

パネラー：各地域の代表の皆さん
司会 ：塩田 辰樹（［ＡＣＩＴＡ］運営委員）

２．保護者分科会：(401会議室)
「聴覚障害児の言語、認知、コミュニケーション―人工内耳装用児を中心に―」

筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター障害支援研究部医准教授
長南 浩人 先生

⑥閉会式 …………………………………………………………………… 17:10 ～ 17:15
※閉会後は、速やかにご退出願います。

３）交流会 …………………………………………………………………… 18:30 ～ 20:30
会場：タワーホール船堀 瑞雲 平安 バンケットルーム

■6月 16(日)～17(月) 親睦旅行
観光バスによる東京スカイツリー・河口湖方面観光

（6月 16日（日））瑞江第一ホテル 09：00出発・・・・東京スカイツリー展望デッキ・・・
浅草 雷５６５６会館 昼食・・・・浅草(自由散策)・・・・（首都高・中央道・東
富士五湖道）・・・・ホテル

（6月 17日(月)）ホテル出発 08：30 ・・・忍野八海(雨天の場合 道の駅)・・・・甲州ほうとう小
作・・・・(中央道・首都高)・・・・東京駅 15:00着予定・・・・羽田空港 16:00着
予定
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３．会場へのアクセス

１）大会会場（総会／懇談会／交流会）

・東京都江戸川区タワーホール船堀（江戸川区総合区民ホール）
〒134-0091 東京都江戸川区船堀 4-1-1
電話：03-5676-2211(管理事務所) FAX：03-5676-2501(管理事務所)

会場は 2008年の創立 20周年記念大会の時と同じ場所になります。
・都営地下鉄新宿線「船堀」（ふなぼり）駅前 徒歩約 1分
・改札口を出て右側の船堀駅北口を出た目の前です
・地下鉄新宿線ですが、船堀駅は地下ではなく、地上にあります。
・総会／懇談会・・・小ホール（5階）
・交流会・・・イベントホール（2階）

http://www.towerhall.jp/4access/access.html

２）船堀駅までの経路

◆ＪＲ東京駅から
・ＪＲ東京駅から船堀駅まではいくつか経路がありますが、下記をご案内します。
①ＪＲ東京駅－(徒歩 3分)東京メトロ丸の内線東京駅（池袋方面行、約 3分）→淡路町駅
（あわじちょう）－(徒歩：改札口を出てすぐ)→都営地下鉄新宿線小川町駅(おがわま
ち)－（本八幡(もとやわた)方面行 約 18分）→船堀駅

【所要時間約 30分】

◆羽田空港(東京国際空港)から
・羽田空港から船堀駅まではいくつか経路がありますが、下記をご案内します。
①京浜急行線羽田国内線ターミナル駅－(京浜急行線都営浅草線直通電車（※１）、約 35
分～40分) →東日本橋駅(ひがしにほんばし)－（徒歩：改札口から出て約 1分）→都営
新宿線馬喰横山町－（本八幡(もとやわた)方面行 約 10分）→船堀駅

【所要時間約 1時間 10分】
※１：都営地下鉄浅草線直通は、「印旛（いんば）日本医大行」「印西（いんざい）牧の原

行」「京成高砂（たかさご）行」「京成佐倉行」「成田空港行」「青砥(あおと)行」
「成田空港スカイアクセス線経由成田空港行」があります。

②羽田空港第 1 第 2ターミナル（1階到着ロビー6番バス乗り場からリムジンバス乗車）
→（小岩駅行きまたは亀有駅行き約 45分～1時間）→都営地下鉄新宿線一之江駅→（新
宿方面行、約 2分）→船堀駅

３）道案内

・都営地下鉄船堀駅改札前にて、［ＡＣＩＴＡ］の旗またはプラカードでご案内いたします。
改札右側の北口を出ると、目の前の建物がタワーホール船堀です。

・総会／懇談会会場の小ホールは５階です。館内エレベータまたはエスカレータをご利用下さ
い。
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５．参加申込要領

★以下はすべて、本誌に綴じ込みの「創立 25周年記念大会」申込書にて申込みください。
１）懇談会

種別 4/30(火)迄(必着) 5/1(水)以降 備考

会員(正会員･賛助会員共通) 2,000 円 2,500 円 資料代含む

非会員 2,000円 2,500 円 資料代含む

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(9:30～11:45)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。

・分科会
成人分科会 ： 座談会「魅力ある組織作りとは」

パネラー：各地域の代表の皆さん
司会 ：塩田 辰樹（［ＡＣＩＴＡ］運営委員）

保護者分科会へ参加される皆様は 401会議室へ移動して下さい。
保護者分科会：「聴覚障害児の言語、認知、コミュニケーション―人工内耳装用児を中心に―」

筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター障害支援研究部医准教授
長南 浩人 先生

２）保育（ゲーム・遊戯）
・ご希望の方は、本紙文末の「申込書」ご記入下さい。
・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、ご了解の程お願い致しま
す。

・保育の時間は、14:00受付開始 17:15 までで承ります。
３）交流会
・期 日 ： 6月 15日(土) 受付 18:00～18:20／宴会 18:30～21:00
・会 場 ： タワーホール船堀 バンケットルーム瑞雲 平安
・飲食スタイル: 椅子席・円テーブル
・料 理 ： コース料理
・飲 み 物 ： ビール／日本酒／ジュース／ウーロン茶／ウイスキー／焼酎
・参加費

大人：8,000円
(※お子様を同伴される場合は、ご案内の裏表紙のお問い合わせ先へご連絡下さい。）

・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。
・交流会は懇談会の附帯行事ですので、交流会のみのご参加でも、上記『１）懇談会』の記載に
従い、懇談会参加の申し込みをお願いいたします。

４）6月 15日(土：大会当日)の昼食
・6月 15日(土)のお弁当を 1個 1,000 円(お茶付)でご用意します。
・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「創立 25 周年記念大会」申
込書でお申込みください。

ご注意：本誌に綴じ込みの「創立 25周年記念大会」申込書は懇談会申込専用です。
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５）宿泊

・ホテル名：瑞江第一ホテル＜6月 14(金), 15日(土)＞
〒132-0011 東京都江戸川区瑞江 2丁目 6-16
電話：03-5243-8000 FAX：03-5243-8354

特別料金のため全室同一料金です。

・宿泊 6月 14日(金：大会前日)

申込記号 形態 宿泊料 備考

14-1 シングル 8,000 円 朝食付き

・地域委員会出席者(同伴者を含む)の地域委員会当日の宿泊は、別途［ＡＣＩＴＡ］からの
出席要請に従ってください。

・宿泊 6月 15日(土：大会当日)

申込記号 形態 宿泊料 備考
15-1 シングル 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。

・介護の必要な方向けにツインを３部屋確保しております。必要な方は先着順にて御申し上致し
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。

６）親睦旅行
・6月 16日(日)～17日(月)の一泊二日旅行です。
瑞江第一ホテル前から貸切バスで出発します。

・定員：80名（貸切バス 2台を予定 高速道路利用のため定員は厳守させて頂きます）
・参加費 27,000 円（大人･子供同一料金です。）

※バス代、昼食、観覧費用、保険料等の費用を含みますが、自由行動の間は各自負担です。
・見学料割引等に提示しますので、身体者障害者手帳を必ずご持参ください。
・先着順に受け付けます。参加をご希望の方は早めにお申込みください。
・定員に達した後に申し込まれた場合は、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、ご協力をお願いいたします。
・コース(予定)

（一日目）ホテル出発⇒東京スカイツリー展デッキ⇒浅草雷５６５６会館(昼食)⇒浅草自由
散策⇒首都高・中央道・東富士五湖→ホテル(河口湖温泉：山岸旅館)

（二日目）ホテル⇒⇒忍野八海(雨天の場合道の駅)⇒ほうとう小作⇒首都高・中央道⇒東京
駅⇒羽田空港第 1ターミナル⇒羽田空港第２ターミナル

・尚、当日は羽田空港着が夕刻近くとなり、交通渋滞の発生も予想されます。
新幹線、飛行機等の手配は時間に余裕をもった対応をお願いいたします。

・親睦旅行は懇談会の附帯行事ですので、親睦旅行のみのご参加でも、上記『１)懇談会』の記
載に従い、懇談会参加の申し込みをお願いいたします。

・旅行への参加者は、最終解散希望、東京駅、羽田空港第一ターミナル、第二ターミナルのご希
望をご記入下さい。

７）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）
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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

８）キャンセル／変更
・キャンセルや変更は 5月 8日(水)までに、下記にファックスでご連絡ください。

ファックス 0479-62-1666 辻内 良子 宛
・キャンセルや変更を連絡する際には、必ずご自分の FAX番号をご記入ください。
・連絡をいただかないまま不参加の場合は、返金等できません。また、5月 9日(木)以降の
キャンセルには、下記のキャンセル料をいただきますので予めご了承ください。

5/1(水)～5/17(金) 50% 申込金額の 50％を返金します。
5/18(土)以降 100% 全額返金はできません。

※但し、懇談会参加費の返金はできませんので予めご了承ください。
尚、個人の都合によるキャンセルの場合で、ゆうちょ銀行以外への返金については振込手数
料を相殺いたします。

９）締切日
・本誌綴じ込みの「創立 25 周年記念大会」申込書にご記入のうえ、同封の封筒（または適当な
封筒）で 4 月 30 日（火）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

・懇談会の参加券等は、別途送付いたしますのでご出発前にご確認のうえ、ご持参ください。
10）補足
・身体障害者手帳をご持参ください。
・タワーホール船堀内での喫煙は指定の場所をご利用ください。
・申込み者と同伴者の住所が異なる場合、申込書の通信欄等に住所、電話番号、ファックス番号
等を記入してください。傷害保険の加入等で必要です。



｢創立 25周年記念大会｣（懇談会・分科会・保育・交流会・弁当・親睦旅行・宿泊）申込書（ご注意：地域委員会関係は別途お申込みください。）

■申込締切：2013年 4月 30日(火)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 4月 30日(火)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：2013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

懇談会
分科会への

参加
保育

交流会
15日
弁当

親睦

旅行

宿泊

参加者氏名
性
別

年
齢

居住地
会員

\2,000
非会員
\2,000

同
伴
家
族
\0
円

成人 保護
者

1人 500円
裏面【保育】をご

記入下さい
大人

\8,000
\1,000

\27,000
6/14
(14-1)

ｼﾝｸﾞﾙ\8,000

6/15
(15-1)

ｼﾝｸﾞﾙ\8,000

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 神奈川 ○ × ○ ○ × ×

明日
あ し た

咲子
さ き こ

女 3 神奈川 ○ × ○ ○ × ×

記

入

例

合計 75,000 円 ←←← Ａ ＝2000円 Ｂ＝ 0円 Ｃ ＝ 11,000 円 Ｄ ＝ 62,000 円

合計 円 ←←← Ａ＝ 円 Ｂ＝ 円 Ｃ＝ 円 Ｄ ＝ 円



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」「分科会」「保育」「15 日弁当」「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(水)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｢創立 25周年大会｣専用です。地域委員会出席者とその同伴者の 6/14(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頂くよう
ご協力をお願致します。

【参加費振込みにあたっての注意事項】
・この口座は創立 25周年大会専用口座です。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創立 25周年記念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・住所を必ずご記入下さい。
・1枚の用紙に複数の家族の氏名を書かないで下さい。必ず 1家族 1枚でご記入下さい。

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．保護者分科会でお聞きした事がありましたら、ご記入下さい。
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、ご記入下さい。
４．旅行への参加者は、最終解散希望、東京駅、羽田空港第一ターミナル、第二ターミナルのご希望をご記入下さい。

＜申込書裏面＞


