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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：一般社団法人 人工内耳友の会ＡＣＩＴＡ 

■主管：一般社団法人 人工内耳友の会ＡＣＩＴＡ 2020東北大会実行委員会 

一般社団法人 人工内耳友の会ＡＣＩＴＡ 東北ブロック／東北支部 

 

■後援：福島県／郡山市／（公財）福島県身体障がい者福祉協会／（社福）福島県社会福祉協議会／

（社福）郡山市社会福祉協議会／（一社）福島県聴覚障害者協会／（一社）全日本難聴者・中

途失聴者団体連合会／（一社）福島県言語聴覚士会／福島県中途失聴・難聴者協会／（株）日

本コクレア／日本光電（株）／メドエルジャパン（株）／ソノヴァジャパン（株）／郡山コン

ベンションビューロー（以上、予定） 

 

■会場：ホテル華の湯「コンベンションホール 華胥（かしょ）」 

〒963－1387 福島県郡山市熱海町熱海5－8－60 

           TEL：024－984－2222  FAX：024－984－2408 

 

■期日：6月12日（金）～15日（月）   

6月12日（金） ブロック長会議 ゆとりろ磐梯熱海（旧名：清稜山俱楽部）清明の間 

6月13日（土） 総会・懇談会   ホテル華の湯「コンベンションホール 華胥（かしょ）」 

交流会      ホテル華の湯 

6月14日（日）～15日（月）   親睦旅行 

  

■宿泊：6月12日（金） ゆとりろ磐梯熱海（旧名：清稜山俱楽部） 

〒963－1309 福島県郡山市熱海町熱海5－18 

             TEL：024－984－2811  FAX：024－984－2530 

6月13日（土） ホテル華の湯        

〒963－1387 福島県郡山市熱海町熱海5－8－60 

             TEL：024－984－2222  FAX：024－984－2408      

6月14日（日） 御宿 東鳳     

〒965-0813  福島県会津若松市東山町石山字院内706  

              TEL：0242－26－4141  FAX：0242－26－4570      

 

■情報保障  

・総 会：パソコン要約筆記／ヒアリングループ／ＦＭワイヤレス補聴システム  

・懇談会：パソコン要約筆記／手話通訳／ヒアリングループ／ＦＭワイヤレス補聴システム 

・交流会：パソコン又は手書き要約筆記（予定）     

 

※ＦＭ補聴システムは、フォナックのロジャーシステムとコクレアのワイヤレスアクセサリーを使

います。 

フォナックの受信機は、ロジャーX（人工内耳の各メーカー）、ロジャー17（アドバンストバイオ

ニクス）、ロジャー14、20（コクレア）、ロジャー21（メドエル） 

コクレアは、ワイヤレスアクセサリーのみにマイクロホンを使いますので、ニュークレアス６と

ニュークレアス7が使えます。 

以上の受信機をお持ちの人は、会場でご活用ください。また、FM補聴システムの試聴希望の方に

は、各メーカーの展示場で受信機を用意する予定です。何かお尋ねの点があれば、本部までお問

い合わせください。 

【お願い】会場内で個人所有のFM補聴システム発信機は、ご使用にならないようお願いします。 
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２．「2020東北大会」プログラム  
 

■６月13日(土)：ホテル華の湯「コンベンションホール 華胥（かしょ）」  

（受付9：30～） 

１）一般社団法人人工内耳友の会ＡＣＩＴＡ通常総会 ・・・・・・・・・・・ 10：00 ～ 12：00 

開会挨拶／議長選出／資格審査／議事録署名人選出／ 

事業報告／収支決算･監査報告／事業計画案／予算案／その他   

 

昼食12：00 ～ 13：15 

 

（受付11：30～） 

２）懇談会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13：15 ～ 17：00 

 

① 開会式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13：15 ～ 13：35 

開会の挨拶 （一社）人工内耳友の会ＡＣＩＴＡ2020東北大会実行委員長 兼 

（一社）人工内耳友の会ＡＣＩＴＡ東北支部長  三條 みよ子  

歓迎の挨拶 （一社）人工内耳友の会ＡＣＩＴＡ会長        長井 修一    

来賓紹介   

来賓祝辞   福島県知事 

              郡山市市長 

  

休憩  13：35 ～ 13：45 

  

② 基調講演 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13：45 ～ 15：35 

【講演】「これからの人工内耳医療」 

福島県立医科大学会津医療センター 耳鼻咽喉科学講座 教授 小川 洋 先生  

（主な内容：人工内耳医療の歩み、現状、今後の展開等について）    

 

【講演】「人工内耳のハビリテーション ～どんな風に育つかな？～」  

福島県総合療育センター 言語聴覚士 山田 奈保子 先生  

（主な内容：装用児のハビリテーション、療育の 前線の現場から） 

 

③ 質疑応答 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15：35 ～ 15：55 

 

休憩  15：55 ～ 16：15 

 

④ アトラクション 「高柴ひょっとこ踊り」 ・・・・・・・・・・・・・ 16：15 ～ 16：40 

（郡山市の高柴デコ屋敷に300年前より伝わるという豊作祈願、 

商売繁盛、家内安全をお祈りする祝芸） 

 

⑤ 閉会式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16：40 ～ 17：00 

閉会挨拶 

 

 

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

会場 ホテル華の湯 宴会場 
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■6月14日(日)～15日(月)  親睦旅行 

一日目／出発9：00 

ホテル華の湯 ⇒ 猪苗代・野口記念館（見学）⇒ 会津鶴ヶ城（見学・昼食）⇒ 

大内宿（見学）⇒ 伊佐須美神社（参拝）⇒東山温泉 御宿東鳳（宿泊） 

  二日目／出発9：00 

東山温泉 御宿東鳳 ⇒ 会津御薬園（見学）⇒ 飯盛山（見学）⇒ 七日町（昼食・

散策）⇒ 磐梯河東ＩＣ ⇒ 郡山ＩＣ ⇒ 郡山駅西口15：00頃 

 

３．会場へのアクセス  

 
①JR郡山駅→ゆとりろ磐梯熱海（旧名：清稜山俱楽部）（12日宿泊ホテル） 

 
東北新幹線 → 郡山駅 → 磐越西線（約15分）→ 磐梯熱海駅 → 送迎バスあり 

 
・郡山駅からタクシーで約30分 

・磐梯熱海駅からタクシーで約3分 

・ゆとりろ磐梯熱海からホテル華の湯間は徒歩数分 

 
➁JR郡山駅→ホテル華の湯（13日懇談会会場、宿泊ホテル） 

 
東北新幹線 → 郡山駅 → 磐越西線（約15分）→ 磐梯熱海駅 → 送迎バスあり 

 
・懇談会からの参加者のために郡山駅からホテル華の湯までの直行バスを１台チャーターします

（郡山駅11：05発→華の湯11：45頃着）。 

乗車希望の方は申込書の通信欄に、「13日直行バス希望」と記入してください。定員が限られ

るため申込み先着順とさせて頂きます。 

・なお、上記直行バスは郡山駅の乗り場から乗り、乗車約40分かかります。列車（磐越西線）だ

と構内で乗り換えし約15分で郡山駅から磐梯熱海駅に着くことも勘案下さい。 

磐越西線は1時間1本ですが、余裕を持って早く着きたい方は列車10：44 郡山駅発→11：

00磐梯熱海駅着をお勧めします（2月現在時刻表）。 

・磐梯熱海駅からホテル華の湯までタクシーで約3分 

 
③車でお越しの場合 

 
  東北自動車道郡山JCT → 磐越自動車道（約10分）→ 磐梯熱海I.C → 約5分 

 

  ・浦和I.C→東北自動車道郡山JCT（約140分）→ 磐梯熱海I.C 

・仙台宮城I.C→東北自動車道郡山JCT（約80分）→ 磐梯熱海I.C 

・新潟JCＴ→磐越自動車道（約100分）→ 磐梯熱海I.C 

 
④福島空港→磐梯熱海駅  

 
  福島空港→リムジンバス（40～50分）→郡山駅 → 磐越西線（約15分）→ 磐梯熱海駅  

※福島空港は就航先、便数とも多くないので注意 
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４．参加申込要領  
  

★以下はすべて、本誌に綴じ込みの「2020 東北大会」申込書にて申込みください。 

 

１）懇談会  

種別 5/1(金)迄(必着) 5/2(土)以降 備考 

会員（正会員･賛助会員共通） 2,500 円 3,000 円 記念誌・資料含む 

非会員 3,000 円 3,500 円 記念誌・資料含む 

会員･非会員に同伴する家族 3,000 円 3,000 円 記念誌・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、申込書に参加者全員の氏名を記入し、

参加登録をしてください。資料が必要な場合は何人でも無料です。 

・総会（10：00～12：00）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。  

 

２）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。  

・受付でお弁当をお受取ください。（お弁当引換券と交換） 

・食事は総会懇談会会場をご利用ください。（コンベンションホール華胥） 

・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「2020 東北大会」申込書でお

申込みください。 

・受付（弁当引換え）は11：30から行いますが、飲食は総会終了後、同会場で12：00からとな

ります。 

 

３）交流会  

 ・期  日：6月13日(土)  受付18：00～18：30／宴会18：30～20：30 

 ・会  場：ホテル華の湯  宴会場               

 ・料  理：日本料理 

 ・飲 み 物：飲み放題 

 ・参 加 費：9,000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致します。 

 

４）保育   

・お子さんの保育（託児）をご希望の方は、本紙文末の「申込書」にご記入下さい。 

・託児時間は13：00～17：00とします（12：30頃から保育係員に子供を引継ぎ）。 

・保育費は 1人 600 円です。傷害保険に加入あり。 

・お子さんのおやつや飲物が必要な場合は、各自で持参し、保育係員に引継いで下さい。 

・オムツのお子さんも託児できますが、オムツは各自で持参下さい。 

・まだ首のすわっていない（おんぶや抱っこのできない）乳児は対象外となります。 



 

2020東北大会 - 6 - 

５）宿泊 

■宿泊6月12日（金：大会前日） 

・ホテル名：ゆとりろ磐梯熱海（旧名：清稜山俱楽部）        

 〒963－1309 福島県郡山市熱海町熱海5－18 

       TEL：024－984－2811  FAX：024－984－2530 

       

申込記号 形態 宿泊料 備考 

12-1 和室（相部屋４名） 10,500円 夕食・朝食付き 

12-2 和室（相部屋５名） 10,500円 夕食・朝食付き 

 

・大会前日の宿泊は総会懇談会の会場（ホテル華の湯）ではなく、ブロック長会議利用のゆとりろ

磐梯熱海（旧名：清稜山俱楽部）での宿泊案内となります。 

・大会前日の宿泊は、夕食・朝食込みのみで受付致しますので、ご了解の程お願いします。 

・ブロック長会議出席者（同伴者を含む）の当日の宿泊は、別途、ＡＣＩＴＡからの出席要領に

従ってください。 

 

■宿泊6月13日 (土：大会当日)  
・ホテル名：ホテル華の湯        

〒963－1387 福島県郡山市熱海町熱海5－8－60 

        TEL：024－984－2222  FAX：024－984－2408 

 

申込記号 形態 宿泊料 備考 

13-1 和室（４～５名） 9,000円 朝食付き 

13-2 洋室（シングル） 9,000円 朝食付き 

13-3 洋室（ツイン） 9,000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。 

・和室を２名また３名での利用希望の場合、1名追加2,200円（税込み）料金の徴収があります。 

 ・洋室の数は限られており、ご夫婦や事情のある方が優先になります。 

・夕食は交流会の参加費となっています。交流会に参加されない方は各自でお願いいたします。 

・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」に記入してください。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、他のタイプへの変更を実行委員会で決めさせて頂く場

合があります。ご了承くださいますようお願い致します。 

・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。 
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６）親睦旅行  

・６月14日(日)～15日(月)の一泊二日旅行です。 

  ホテル華の湯から貸切バスで出発します。 

・定員：５0名（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、宿泊交流会費、旅行保険料等の費用を含みます。 

・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。  

・先着順にて受付し、定員に達した場合は速やかに連絡いたします。返金は大会終了後となります。 

・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。  

・会報128号に観光地を紹介し掲載しています。 

・旅行は6月の梅雨盛期で、行程は野外を歩く場面が多いので、傘など雨具の準備をお願いいたしま

す。 

 

 

コース（予定） 

 

（一日目） 

ホテル華の湯 出発 9：00   

  ⇩ 

猪苗代・野口記念館（見学）   

  ⇩  9：35 ～10：15 

  ⇩ 

  ⇩ 

  ⇩ 

会津鶴ヶ城（見学・昼食）     

  ⇩ 11：00 ～13：00 

  ⇩ 

  ⇩ 

大内宿（見学） 

    ⇩ 13：45 ～14：30 

    ⇩ 

    ⇩ 

  ⇩ 

伊佐須美神社（参拝） 

  ⇩ 15：15 ～16：15 

  ⇩ 

  ⇩ 

  ⇩ 

東山温泉 御宿東鳳（宿泊） 

    ⇩ 16：45 頃 

 

  

 

 

「会津鶴ヶ城」（見学）：戊辰戦争で1か月の籠城に耐えた名

城。維新後取り壊され、現在の天守閣は昭和40年に再建さ

れたもの。近年に本来の赤瓦にふき替えられた。階段で天守

5階まで登城できる。 

（昼食）昼食はレストハウス「鶴ヶ城会館」 

「大内宿」（見学）：下郷町にあり、下野街道の宿場の名残

を残す、茅葺き屋根の民家が軒を連ね、食事処や土産物も

多い。ネギで食べる高遠そばや、しんごろうが代表的なグ

ルメ。 

 
「伊佐須美神社」（参拝）：会津美里町にある会津総鎮守。

隣接するあやめ苑は百五十種、十万株が6月～７月に咲き

誇る。 

 

「東山温泉」（宿泊）会津の奥座敷。約千三百年前、名僧・行

基による発見といわれ、竹久夢二、与謝野晶子など文人墨客

にも愛された歴史ある温泉街。会津若松市中心から車で10

分程と便が良い。 

 

「野口英世記念館」（見学）：医聖･野口英世の生家を保存する

記念館。幼少時やけどを負った囲炉裏も保存されている。正

面に磐梯山が望める。 







 

2020東北大会 - 10 - 

案内地図 
 

１）6/13大会会場（総会／懇談会）            
 

ホテル華の湯 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）6/12 前泊・ブロック長会議 宿泊ホテル 
 

清稜山俱楽部4月から『ゆとりろ磐梯熱海』としてリニューアル 
（ホテル華の湯までは徒歩数分） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

 

 

【ご注意】 

・「懇談会」は 当 所に を記入、「保育」「13日弁当」「13日交流会」「親睦旅行」「宿泊」は、出席／必要は「 」、欠席／不要は「×」を必ず記入し

てください。 

・5/2(土)以降にお申込みの場合には、 をご記入のうえ、参加費は正会員「3,000円」、 

非会員「3,５00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｢2020年東北大会｣ 用です。ブロック長会議の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からの通知に従ってください。 

・事務処理の 向上の 、会報発送時の宛名ラベルに記載されている会員番号をご記入いただく

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「2020年東北大会」口座です。参加費以外は振込まないようにしてください。 

 年会費などを一緒に振込まれた場合は「2020年東北大会」への 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 、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 の用紙に 数の家族の氏名を書かないでください。必ず1家族1 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600円です  

 小計：       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。 

 

 2020東北大会



Tatsuki Shiota



