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人工内耳友の会［ＡＣＩＴＡ］｢2015 愛媛大会｣ 
 

(2015 年度定期総会／第 27 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、人工内耳友の会［ＡＣＩＴＡ］では、四国愛媛で二度目の全国大会「四国愛媛大会」

（以下「愛媛大会」）を、松山市において開催する運びとなりました。 

大会は、愛媛大会実行委員会主管のもと松山市総合福祉センターにおいて、2015 年度定期総

会・第 27回懇談会開催と研修旅行等を行ないます。 

定期総会では、組織一本化後の諸課題に取り組みと、新しい支部設立支援と、25 周年記念

大会でいただきました提言を盛り込み 2015年度活動計画を策定し、念願でありました法人化

の取組などを含めた［ＡＣＩＴＡ］ 組織の充実・発展に向けて、計画を新たにスタートする

総会になるものと確信しています。 

また、瀬戸内海でつなぐ中国地方と松山をつなぎ合わせた、磨き上げる「瀬戸内・松山」

を辿る研修旅行は松山を出発して、今治から「しまなみ海道」の尾道市瀬戸田経由、本州尾

道市を目指し、ここで一泊致します。                                 

翌日は、尾道を出発して、福山/鞆の浦、倉敷美観地区散策などが主なコースです。観光を終

えてＪＲ倉敷で一次解散して、再び松山に向かいます。全国の仲間の皆さんが全国大会に一

人でも多く参加されますようご案内いたします。 

 

 

2015年 3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／研修旅行の申込は、「2015 愛媛大会」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。 

 ・交流会や研修旅行は、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 22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・研修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「2015愛媛大会」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(木)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

を理解して頂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］2015 愛媛大会｣実行委員会／人工内耳友の会［ＡＣＩＴＡ］ 

四国ブロック・愛媛支部・香川支部・徳島支部 

■後援：愛媛県／松山市／愛媛県社会福祉協議会／松山市社会福祉協議会／(財)愛媛県身体障害者団

体連合会／(一社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会／愛媛県聴覚障害者協会／愛媛県難

聴者協会／愛媛大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科／(株)日本コクレア社／(株)日本バイオニク

ス／メドエルジャパン(株)／愛媛要約筆記サークル オリーブの会／要約筆記パートナー歩

歩／松山手話サークル椿の会／手話学習会 火曜会／(株)愛媛新聞社／南海放送(株)／(株)

テレビ愛媛／(株)あいテレビ／(株)愛媛朝日テレビ／(株)愛媛ＣＡＴＶ／松山観光コンベ

ンション協会／(一社)愛媛県観光物産協会／(医)聖光会鷹の子病院耳鼻咽喉科／(医)聖光

会鷹の子病院愛媛リハビリテーションセンターでんでんむし教室／愛媛人工内耳装用児の

会「うさぎのわ」 (以上申請中)  

               

■会場：松山市総合福祉センター １Ｆ 大会議室・５Ｆ 中会議室 

〒790-0808 愛媛県松山市若草町８－２ 

TEL：089-921-2111  FAX：089-921-4408 

■期日：2015年６月12日(金)～15日(月)  

2015年６月12日(金) 拡大運営委員会／松山市総合福祉センター ５Ｆ 中会議室 

2015年６月13日(土) 2015年度定期総会・懇談会／松山市総合福祉センター１Ｆ大会議室 

交流会／ＪＡ愛媛「リジェール松山」 

〒790-0006 愛媛県松山市南堀端町２－３ ＪＡ愛媛８Ｆ 

TEL：089-948-5631  FAX：089-948-5632 

2015年６月14日(日)～15日(月) 道後温泉・松山城・瀬戸内しまのわ研修旅行 

■宿泊：   ６月12日(金) 道後温泉「ホテル ルナパーク」（19：00～交流会） 

13日(土)        同上 

〒790-0836 愛媛県松山市道後鶯谷町５－19 

TEL：089-931-1234 FAX：089-933-3198 

14日(日) 尾道  「千光寺山荘」（18：30～交流会） 

〒722-0032  広島県尾道市西土堂町15－20 

TEL：0848-22-7168 FAX：0848-22-7100 

■情報保障 

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

・交流会    ：パソコン要約筆記／手書き要約筆記 

・研修旅行   ：手書き要約筆記 

・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．「2015愛媛大会」プログラム 
 

■６月13日(土)：松山市総合福祉センター会場：松山市総合福祉センター １Ｆ 大会議室 

１）2015年度定期総会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9:00 ～ 11:30 

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(案)･監査報告／

活動方針(案)／予算(案)／役員選出(案)／支部承認報告(祝い金・会旗授与)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（弁当）３Ｆクラブ室・・・・・・・11:30 ～ 12:45 

２）懇談会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13:00 ～ 16:50 

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

開会の挨拶  人工内耳友の会［ＡＣＩＴＡ］「2015愛媛大会｣実行委員長 

兼人工内耳友の会［ＡＣＩＴＡ］愛媛支部支部長     中城 尚子 

歓迎の挨拶  人工内耳友の会［ＡＣＩＴＡ］会長           松田 法夫 

来賓紹介 

来賓祝辞  塩崎 恭久厚生労働大臣 中村 時広愛媛県知事 野志 克仁松山市市長  

手話コーラス 「えがおは君のためにある」（えひめ国体イメージソング）        

 みきゃん ＆ 総合司会 森川 美恵子氏（全通研理事） 及び ボランティアコーラス 

②基調講演 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13:40 ～ 15:10 

テーマ「難聴者の福音・人工内耳」 

 

【講演】     「人工内耳のこれから・未来の展望 

～難聴者により良い聞こえを」              

羽藤 直人（はとう なおひと）愛媛大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科教授 

 

【講演】     「もっと聞こえるようになろう！！ 

～私の人工内耳・クオリティーアップ」              

高橋 信雄（たかはし のぶお）愛媛大学名誉教授 

        鷹の子病院愛媛人工内耳リハビリテーションセンター長 

 

【講演】     「聴覚障害児にコミュニケーション能力を」 

佐藤 紀代子（さとう きよこ）県立広島大学保健福祉学部 

コミュニケーション障害学科講師 

          休憩  15:10～15:30                     

③質疑応答・座談会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15:40 ～ 16:30 

②～③と並行し、オレンジディズ交流会 ボランティア大学生との交流会  ５Ｆ中会議室 

④閉会式 閉会挨拶／松山市民愛唱歌「この街で」手話コーラス ・・・・・ 16:40 ～ 16:50 

★松山市イベント「ことばのちから」から生まれました・・温もりたっぷりの歌を皆さんに贈ります 

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

会場   ＪＡ愛媛リジェール松山    ８Ｆ クリスタルホール 

装用児の親の会 交流会  同上     ８Ｆ 鶴亀の間 

交流会アトラクション「伊予万歳」・・・・・・・・・・松山手話サークル椿の会の皆さま 

               

■６月 14日(日)～15日(月)研修旅行「道後温泉・松山城・瀬戸内しまのわ研修旅行」 

観光バスによる道後温泉、松山城、しななみ海道、尾道、鞆の浦、倉敷、瀬戸大橋 
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３．会場へのアクセス 

会場へのアクセス 

１．空港・松山観光港→懇談会会場 松山市総合福祉センター 

  松山空港から 

・松山空港 ①②のりば・おりば 伊予鉄道バス松山空港リムジンバス松山市駅行（伊予

鉄道）または道後温泉駅前行 ＪＲ松山駅前下車（身障割引にて160円） 

   松山観光港から 
・松山観光港リムジンバス 道後温泉駅前行きＪＲ松山駅前下車（身障割引にて230円） 

以下３．ＪＲ松山駅→懇談会会場 松山市総合福祉センターからのルート参照 

２．空港・ＪＲ松山駅・松山観光港→宿泊先 道後温泉ホテル ルナパーク 

  松山空港から 

・松山空港より、①②のりば・おりば 伊予鉄道バス松山空港リムジンバス道後温泉駅前

行終点下車（身障割引にて230円）徒歩５分（約350メートル） 
または松山市駅行（伊予鉄道）ＪＲ松山駅前下車（身障割引にて160円）市内電車⑤番道

後温泉下車（終点）徒歩５分 

JR松山駅から 

・市内電車⑤番道後温泉行終点下車（終点）徒歩５分 
松山観光港から 

・松山観光港リムジンバス 道後温泉駅前行き終点下車（身障割引にて230円） 
 徒歩５分 

 ３．ＪＲ松山駅→懇談会会場 松山市総合福祉センター（推奨順）  

・タクシーで２キロメートル  ６分 約710円  
・マイクロバス 11:30～13:00 ５往復ピストン輸送 
・市内電車環状線①番古町下車   徒歩10分 

４．松山市総合福祉センター⇒宿泊先 道後温泉ホテル ルナパーク 16:00頃※ 

主に当日ご来場宿泊者の荷物をホテルへ運びます           

    ※ホテルから交流会に参加される場合は、 

・公共交通機関 市内電車道後温泉発③⑤⑥番にて南堀端駅（17分）下車 徒歩１分 

・タクシー3.7キロメートル 10分 約1,200円 

をご利用頂き、交流会場リジェール松山に直接お出で下さい。 

 ５．松山市総合福祉センター⇒交流会会場 リジェール松山（推奨順）  

     ・城山公園内徒歩 約1キロメートル 徒歩13分 

          ・マイクロバス 17：00～18：00（高齢者・足腰の弱い方）         

・タクシー1.4キロメートル  ４分 約640円 

６．交流会会場リジェール松山⇒宿泊先 道後温泉ホテル ルナパーク（推奨順） 

 ・市内電車南堀端発③⑤⑥番道後温泉行道後温泉下車（終点）約17分 徒歩５分 

         ＊③・・リジェール松山入り口前の電停（10分おき） 

         ＊⑤、⑥・・横断歩道を２つ渡りお堀前の電停（10分おき） 

 ・マイクロバス    21名迄 20:30～21:00（高齢者・足腰の弱い方） 

 ・タクシー3.7キロメートル 10分 約1,200円 

※市内電車料金は身体障害者手帳で一律80円 

※タクシーの所要時間と料金は目安 ※道後温泉線市内電車 ③市駅線 ⑤ＪＲ線 ⑥本町線 
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４．案内地図 
 

１）大会会場（総会／懇談会） 

・松山市総合福祉センター 

交流会会場 

・リジェール松山 ＪＡ愛媛８Ｆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）宿泊ホテル 

・道後温泉ホテル ルナパーク 
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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「2015 愛媛大会」申込書にて申込みください。 

１）懇談会 

種別 4/30(木)迄(必着) 5/1(金)以降 備考 

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

非会員 2,000円 2,500円 記念誌・プログラム・資料含む 

会員･非会員に同伴する家族 0円 0円 資料なし 

一般参加者 1,000円 1,000円 プログラムのみ 

会員・非会員オレンジディズ

交流会 
1,000円 1,000円 

記念誌・プログラム・資料・傷害

保険含む 

同伴する家族のオレンジ

ディズ交流会参加 
 500円  500円 傷害保険のみ 

・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(9:00～11:30)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。 

・基調講演と並行し、５F中会議室に大学生ボランティアとともにオレンジディズ（青少年のつどい）

交流会を開催します。(参加費用に傷害保険費用含む。小学生３年生以上対象） 

 会員・非会員のご兄弟で参加を希望される方は、参加費用は傷害保険費用 500円のみします。 

・オレンジディズ交流会参加希望者の会員・非会員・同伴家族を問わず、本紙文末の「申込書」ご記

入下さい。 

  

２）保育（ゲーム・遊戯）12:45～17:00 

・ご希望の方は、本紙文末の「申込書」ご記入下さい。(３階クラブ室) 

・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

お伝え下さい。 

 

３）６月 13日(土：大会当日)の昼食 

・６月 13日(土)のお弁当を１個 1,000円(お茶付)でご用意します。(３階クラブ室で受取・食事) 

・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「2015愛媛大会」申込書で

お申込みください。 

・利用時間 11:30～12:45 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を１セット 500 円（愛媛県視聴覚センターのご厚意で作

成し、字幕付きＤＶＤ１枚、写真ＣＤ１枚装丁ケース付）でご用意します。 

＊本品は大会終了後に郵送を致します。 

・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「2015愛媛大会」申込書で

お申込みください。 

ご注意：本誌に綴じ込みの「2015愛媛

大会」申込書は懇談会申込専用です。 
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５）交流会 

・期   日 ：  ６月13日(土) 受付17：40～18:00／宴会18:00～20:20 

・会   場 ： ＪＡ愛媛８Ｆ リジェール松山  クリスタルホール  装用者・来賓 

              同上 鶴亀の間    （装用児の親の交流） 

・飲食スタイル： 椅子席・円テーブル 

・料   理 ： 和洋中折衷料理 

・飲 み 物 ： 飲み放題 

・参加費 
装用者 大人：7,000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。) 

   親子の部交流会 保護者（高校生以上同額）:5,500円（大人：飲み放題）  
小児 （中学生以下）   2,500円(未成年：ソフトドリンク飲み放題)  

  

・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。 

 

６）宿泊 

・ホテル名：道後温泉「ホテル ルナパーク」 

〒790-0836 愛媛県松山市道後鶯谷町5-19 

TEL：089-931-1234 FAX：089-933-3198 

 

・宿泊6月12日(金：大会前日)    ※12日の宿泊は夕食込になります。 

申込記号 形態 宿泊料 備考 

12-1 ３.４名洋室 12,500円 夕食・朝食付き  

12-2 ２名洋室 13,500円 夕食・朝食付き 

12-3 ２～４名和室 14,500円 夕食・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は、別途［ＡＣＩＴＡ］からの

出席要請に従ってください。 

・大会前日の宿泊は、夕食・朝食込みのみでお申し受け致しますので、ご了解の程お願いします。 

・一般参加者の夕食は、基本的には拡大運営委員会交流会に参加頂く形となります。 

   （尚、一般参加者は同一会場で個人・グループでの夕食も可能です） 

・宿泊６月13日(土：大会当日) 

申込記号 形態 宿泊料 備考 

13-1 ３.４名洋室 9,000円 朝食付き  

13-2 ２名洋室 10,000円 朝食付き 

13-3 ２～４名和室 11,000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。 

・温泉地の為、シングル部屋を確保することができませんでした。シングル部屋をご希望の方は各

自で宿泊先の手配をお願いします。 

・申し込みの際、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頂きます。 

・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頂く場合

があります。ご了承下さいますようお願いします。 
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・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）研修旅行 

・６月14日(日)～15日(月)の一泊二日旅行です。 

道後温泉ホテル ルナパーク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、耕三寺観覧費用、宿泊交流会費、旅行保険料等の費用を含みますが、昼食代・飲み物

代・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。 

 ⋆千光寺山荘は和室（４名前後）相部屋となります。（ベッドがございません） 

 

・コース(予定) 

  （一日目）8:45ホテル出発⇒8:50石手寺（車窓より）松山城9:00着（ガイド案内付き） 

10:30発⇒しまなみ海道⇒瀬戸田/耕三寺(自由昼食)12:30着 15:00発⇒尾道旅館15:40着 

（二日目）尾道旅館8:30⇒福山/鞆の浦9:30着 10:30発⇒倉敷11:30着 美観地区散策（自由

昼食） 14:15発⇒JR倉敷駅14:30着（一次解散）⇒瀬戸大橋（車中）⇒松山空港17:45

着⇒JR松山駅18:00着（空港・JR松山駅には30分程度、余裕をもった到着時間です）  

・解散場所のJR倉敷駅・松山空港・JR松山駅からの乗り継ぎの電車、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。 

・研修旅行は懇談会の附帯行事ですので、研修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。 

 

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 







  

 

・正会員で、５/１(金)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｢2015愛媛大会｣専用です。拡大委員会出席者とその同伴者の６/12(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「2015 愛媛大会」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「2015 愛媛大会」への寄付金とみなし返金は致しません。 

【オレンジディズ交流会】【保育】 

・傷害保険加入の為、オレンジディズ交流会参加及び保育対象になるお子様のお名前・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。 

対象児氏名 生年月日 保護者氏名 TEL/FAX 番号 住所 保育費用・傷害保険 

      
      
      
    保育費用・傷害保険は、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。同室希望者の氏名をご記入下さい。 

２．ご記入下さい。 

３．保育をご希望される保育児の健康上の留意事項（食品のアレルギー等）がある場合、ご記入下さい。 

                                                                                                                                      

                                                                    

                                                                    

                                                                    

2015愛媛大会 ＜申込書裏面＞ 

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。 




