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残暑お見舞い申し上げます 

女性副部長 加藤千津子 

「暑いですね～」ついこの言葉が出てしまう毎日です。あちこちで猛暑日が続

く日本列島、こまめに水分を補給し、熱中症に気をつけ、この暑さを乗り切りまし

ょう。 

 過日、７月５日（金）、６日（土）大阪市長居障害者スポーツセンターで、役員会、

県部長会議、第２４回定期総会が開催されました。初めに永末部長から、社団

法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会が２５年４月に一般社団法人に移

行したことの説明がありました。一般社団法人となり、女性部も専門部として、組

織強化、公益事業を進めるうえで役割、責任がこれまで以上求められるようにな

りました。 

 県部長会議では、某県部長から５～６名と少ない部員だが「女性部の集い」を

一泊で開催する予定と頼もしい報告を受けました。頑張ってくださいね。また、２

５年度は役員改選でもあります。３名の方が退任され、空席のままだった事務次

長を加え４名が新任されました。旧役員の皆様には大変お世話になりました。

心よりお礼を申しあげます。そして、４名の新役員を迎え入れ、新しい風が吹く

予感を感じつつ２５年度がスタートしました。研究大会が休会となったことから、

ブロックの「集い」がミニ大会となり、ブロック外での参加を呼びかけています。普

段話すことの無い仲間と交流できるチャンスです。また、情報交換の場ともなり

ます。ぜひ、ご参加されお友達を作っていただきたいと思います。 

 今年度の福祉大会は、２６年１月２５日～２７日に「第１９回全国中途失聴者・

難聴者福祉大会 in おきなわ」を沖縄県那覇市で開催します。女性部も分科会

を担当します。「沖縄のおばあに生きがいを学ぶ」（仮題）沖縄ならではの分科

会となるよう役員で計画します。ぜひこの機会に沖縄の一端に触れてみません

か？役員一同ご参加をお待ちしています。「沖縄へめんそ～れ」 

全難聴が一般社団法人に移行した年に、新体制で全役員が揃いま

した。女性部を存続していくために、全国にいる皆さま方のご協力が不

可欠です。和気藹々とした活動で頑張っていきますので、今までと同

様によろしくお願い致します。              女性部役員一同 



❤２５年度第１回役員会を開催❤ 

 

 ７月５日～６日、２日間にわたり、大阪市・大阪府

女性部の協力を受けて大阪市長居障害者スポーツセン

ターで役員会を開催しました。まず、全難聴が一般社

団法人に移行したことで部長より詳細を話され、今後

の女性部活動について、協議し、特に財産の使途につ

いて話し合いました。また、これからの会議に参加さ

れる方の交通費、ブロック活動報告提出団体に対する

活動費の見直しで費用アップを図ること、女性部がある団体は従来額から、さらに

千円、窓口は５００円から千円のそれぞれアップの費用を決定し、部長会議に出席

される部長にも日帰り参加は３千円、総会と一泊の出席者には６千円とし、部長代

理も同様な扱いとしました。これは２６年度から実施となります。 

 ２５年度の福祉大会分科会について、テーマは「沖縄のおばあに生きがいを学ぶ」

（仮題）となっていますが、講師は沖縄実行委員会に依頼ということで、今の所、

報告待ちです。それに対して、対応できるように、司会者、全体会の報告者、沖縄

との連絡係等の役割分担を決めました。実行委員会から連絡が入り次第、取り掛か

れるようスタンバイしています。 

 役員改選については、一般社団法人に移行したのを受け、会計担当は交代すると

不慣れな場面があることを懸念し、慣れるまで続行していただき、退任した３名の

欠員と事務員補充について、部長が候補者を打診されました。また、２６年度の県

部長会議、定期総会場所の検討を話し合いました。今までは、全国の各ブロックで

会場提供協力をしていただいてきましたが開催した地域が無いブロックはどうかと 

打診があったので、２６年度は中国ブロックが引き受けるよう要請がありました。

その他では恒例の女性部バザー販売は全国大会が沖縄なので運送等の費用問題を考

慮し、止むなく中止しました。その代り２６年度の全国大会開催地は三重県で、そ

の時に再び全国から提供のお願いをし、役員一同鉢巻して頑張りたいと思います。

女性部の広報紙「女性部だより」の新年号は沖縄大会の関係で編集が２月にずれ込

むことになる予定です。最後に定期総会の時に「第  回女性部定期総会」と横断

幕を掲げるのが当然なのですが、毎回、紙質で作成しては保存の難点があるので、

総会専用の横断幕を作ることで一致しました。次年度から使用します。 

 

◆県部長会議を開催◆ 

  

役員会と同じ会場で１３：００から、全団体２３の内、出席団体は１５、（代理県

含）出席委任状提出団体８にて開催しました。永末部長の挨拶の後、各県の自己紹

介では、初参加の方が３人いて、大部分は若い年代の方で

した。近畿ブロックの各県部長は全出席で有り難かったで

す。ご協力を感謝します。議題は役員会と同じで、全難聴

が一般社団法人に移行したことの説明とこれからの活動

に対する内容と女性部の財産の使途についてを役員会と

同様に話され会計についても繰越金の減額に手立てを考



え、活動費の見直し額の検討、この中で出席の県部長から全難聴女性部の収入源は

何かとの質問があり、本部から従来までは１０万円の助成金とバザー収益金の収入

を説明しました。今年度から、助成金が１５万円になりましたが、前途は厳しいも

のがあると思い、よく検討しながら有効な使い道を考えながら、１年間様子を見て

まいります。次に役員改選で、事務次長と広報担当者２名が退任されたので、新任

を充てるために永末部長が、当日出席した各県の部長に打診されて、事務次長２名、

広報担当者２名の４名が役員の承諾をいただき選出決定しました。    

会計担当者の再任続行は新名称の下、新役員では、難しい面があり、慣れるまで

再任として引き続きのお願いを部長が説明されました。新体制では若い人材もいる

ことなので、役員一同が支えながら責務に頑張って参りますので今後とも変わりな

くよろしくお願い致します。最後に事務局から県部長が会議に一度も出席したこと

の無い地域に、年１度の会議ですので、部長は出席して欲しい、出席に対して難し

い場合は代理でも立てて出席されるように義務付けを伝え、代理出席者は議決権が

ありませんが、オブザーバーの形で、会議における決議が必要な場合は意見を持ち

帰り報告がてら返信をいただきますが、出来るだけ部長が出席する事が本望です。

また、県部長でパソコンを持っている方にはアドレスを事務局に教えていただき、

事務軽減のためにパソコンメールを使用したい。アドレスは全難聴女性部以外、使

用しませんのでご協力をと、お願いしました。沖縄大会の女性部の分科会でテーマ

に沿った、「沖縄のおばあに聞く・・」の候補者は目下打診中。役員はスタンバイし

ていることを伝えました。その他では、沖縄大会にはバザー中止、「だより」発行は

２月にずれ込むこと、２６年度の総会会場は西の中国ブロックに依頼しました。 

注意事項は会議開始の時間では遅くとも開始時間の２０分前には会場に着くよう

に義務付けしました。県部長会議が思ったより早い時間で終わったので、各県から

女性部に対する状況、全難聴への要望等について、話を引き出し、各県は部員の少

ないところ、高齢化の問題、会員の減少など、相変わらずですが、中には部員が増

えたり活発な活動をしている羨ましい地域もあり色々考えさせられました。 

 

◆第２４回女性部定期総会を開催◆ 
  

県部長会議の後、近畿ブロックの会員も来ていただき、１５：１５分から、司会

者は滋賀県の久田さんに、議長は地元の大阪府女性部長の橘高さんにお願いして、

資料に沿って進めながら、２４年度総括報告、２４年度の決算報告、監査報告、２

５年度の事業案、予算案等会場から意見を求めましたが、異議なしで、資料内の規

約のところ、名称の書き換えを失念していたので一般社団法人に修正、委員名簿で

は女性部が休部の地域、窓口の変更等を伝え、予定より早く無事に終了しました。

今回は予算面では問題なく、スムーズにいき、今までの予算作成ではこれが最後で、

次年度は本部の会計に合わせるため、ややこしくなるかもしれません。説明がしっ

かりと出来るように勉強していきます。総会では欠席団体の委任状を含めて、すべ

てが了承されたことは全国からご理解とご協力をいただいた賜

物です。ありがとうございました。最後に部長から、出席され

た各県の部長に新役員４人の紹介があり今後の活躍を期待され

ました。 



～新役員体制～   
                             （ ）所属協会 

・部長：永末淑子（福岡市）・副部長：伊藤雅子（川崎市）・加藤千津子（岐阜県） 

 

・事務局長：有延八千代（山口県）・事務次長：橘高恵子（大阪府）・蔦尾東紫 

                              （和歌山県） 

・会計担当：磯島都子（埼玉県）・広報担当：飯島サダ（横浜市）・濱 冨美子 

                               （長野県） 

・会計監査：松島みどり（埼玉県）・塚本茂子（茨城県） 

 

・相談役 ：須山優江(横浜市) 

 

  ❤役員のあいさつ❤ 
★部長：永末 淑子 

  部長を１期経験して、ようやく少し慣れてきました。２期目は再任８名と新任４名でスタ

ートし、力を合わせて女性部の組織の結束を固めていきたいと思います。そして、益々元気

で活発な活動を楽しみたいと願っています。 

★副部長：伊藤 雅子 

  今年は役員改選があり、女性部活性化に向けて、新風を入れた体制でスタートしました。

引き続き副部長として、自覚を持ってしっかりと務めを果たせるように部長を補佐していき

たいと思います。 

★副部長：加藤千津子 

  この度、２期目の再任となり、１期目は何も分からず諸先輩役員の後ろを付いて行くのが

精一杯でした。２年務めて全難聴女性部のイ、ロ、ハ、多くを学び、２期目となった今期は

部長をサポートできるよう頑張ります。よろしくお願い致します。 

★事務局長：有延八千代 

  懸念していた、事務次長２人が揃ったのでこれから育成に力を注いで後進に譲ることが出

来ればと思っています。 

★事務次長：橘高 恵子 

  新しく事務次長に選出されました、大阪の橘高です。地元の部長は５年目になり、ようや

く周りが見えてきたところですが、全難聴女性部はまだまだ、分からないことがいっぱいで

す。こんな私が事務次長としてお役に立てるのかどうか、不安ですが、大ベテランの有延事

務局長のもと、色々指導を仰ぎながら何事も勉強と頑張って役割の一端を少しでも担えるよ

うになりたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

★事務次長：蔦尾 東紫 

  地元女性部の「部長」という大役を仰せつかり全難聴女性部の総会に初参加しました。新

米はおとなしくしていようと思っていたら、永末部長から、事務次長をお願いされ家庭の事

情も言えないまま、選出されて後の祭り。役員会などに参加の場合は家族の許可がいるので、

役員さんの足を引っ張るかもしれませんが、厳しい中で何も分かりませんが色々とご指導よ

ろしくお願いします。 

 



★会計担当：磯島 都子 

  役員当初から会計担当させて頂き５年目になります。当時は細かい内容に頭髪が抜けるほ

どの悪戦苦闘のスタートでしたが、前会計担当から親身のご指導をお受けし土台が出来るよ

うになりました。今年度から一般社団法人となり予算案の出し方が変わります。押して頂い

た役員を全うしつつ、しっかり力をつけていきますのでよろしくお願い致します。 

★広報担当：飯島 サダ 

  この度、広報担当になりました。広報役員は勿論の事、全難聴女性部の仕事は初めてです

ので、諸先輩方のお知恵を拝借させて頂きながら、活動情報等お届けできるよう頑張ってま

いりますのでよろしくお願い致します。 

★広報次担当：濱 冨美子 

  第２４回全難聴女性部定期総会の役員改選で何と初参加の私が「広報次担当」を仰せつか

り、まさか私が発行に関わるなど夢にも思わずびっくり。脈々と続けてこられた全難聴女性

部の活動に携わることには気が引けますが皆さんのご指導、ご協力をいただき微力ながら頑

張りたいと思いますのでよろしくお願いします。 

★監査役：松島みどり 

  一般社団法人に移行して、会計の立場が、より重くなりそれに伴い会計監査としての役目

も重責になりますが、たかが、監査、されど、監査です。会員の皆さまの目を背後に感じつ

つ改めて、引き受けさせて頂きましたので今後もよろしくお願いします。 

★監査役：塚本 茂子 

  引き続き会計監査を承ることになりました。４月より社団法人から一般社団法人へ移行し

たことにより、会計も今までとは違ってくるので、役員同士互いに知恵を出し合って任期ま

で務めていけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。 

★相談役：須山 優江 

  引き続き女性部の問題に取り組みますのでよろしくお願い致します。 

 

～ ～退任の役員から 

 
★事務次長：黒瀬 智鶴子 
 何の取り柄もない私が、どなたかの推薦で名前を挙げていただき役員を依頼されたのです。

まだ、地域部長としての駆け出しの「ホヤホヤ」だったので随分と迷いました。しばらく考え

自分の為に勉強させていただくつもりで、事務次長を担うことになったが本当に務まるのかな

ぁ～と不安な気持ち一杯でした。頼りない私が長年務めることができましたのも、諸先輩役員

の皆さまが温かく見守ってくださり、至らないところや、ご迷惑をおかけした点も多くあった

と思いますが、力強くサポートやご指導のお蔭で、今日まで無事に務めることが出来たこと、

心よりお礼申し上げます。役員になり多くの同障仲間と知り合えたことは「宝物」としてこれ

から先もずっと～残していきたい。当初の活動は独自での「女性部研究大会」が全国各地で開

催されていて自分も「分科会やバザー販売」などの、運営にも携わり参加し有意義な経験や色々

学んだことは、今後の大きなプラスとなり活かしていきたいと思いました。このような、貴重

な体験を積み重ねられた意味ある期間でもあったし、人と人の繋がりの大切さを改めて認識さ

せてもらえたような気がしました。また、会員の皆さまには女性部活動に対しまして積極的に



ご協力いただきありがとうございました。今後も女性部活動の発展を祈念すると共に皆さま方

のご健康とご多幸を願って退任のあいさつとします。ありがとうございました。 

★広報担当：鈴木 亜妃子 
 お蔭さまでこの度、無事４年の任期を終えることが出来ました。何かと至らぬ点

も多かったと思いますが、皆様のご協力なしにはこの大役をまっとう出来なかった

と思います。改めて皆様にはお礼と今後のご活躍を祈念いたします。ありがとうご

ざいました。 

★広報次担当：畑尾 純子 
短い時間でしたが、他の役員に助けられて今日まで来られました。全難聴女性部

の役員に携われたことは光栄でした。役員になって知らない事を勉強したり、教え

て頂いたりして、この経験をこれからの人生に活かしていけたらと思います。女性

部活動を通して皆様にお会い出来たことも幸せで私の一生の宝で、心から感謝いた

します。また、全国部長会議の時、年代の若い部長さんがたくさん参加されていた

事に新鮮な驚きを感じつつ、これからの女性部は安泰だなぁ～としみじみ思うと共

に益々、全難聴女性部が発展されることをお祈りいたします。ありがとうございま

した。 

 

★県部長会議に初参加して★ 

 

長野難聴は今年で設立２５周年を迎えます。女性部も当初から細々ではあります

が続けられてきました。私個人は中途失聴者で、協会に入会したのも１３－１４年

前と年齢からすると在籍は短いのです。昨年初めて長野難聴の女性部長になり、今

回全難聴女性部の県部長会議に初めて参加しました。女性部の先輩方の活動はお聞

きしていましたが、直に会議に参加し、今もその活動が脈々と続けられていること

を実感することが出来ました。全国に散らばる役員の方々が結束されていること、

そして、大変な役も理解し合ってやっていることや活動資金の捻出にも気を配って

いることを知り、他の専門部にないすばらしい活動を知ることができました。地域

協会女性部ががんばって活動することは、全難聴の女性部の活動にもなることなの

で、微力ながら頑張って行きたいと思います。暑い大阪でしたが行って良かったで

す。                   （長野県難聴者協会：濱 冨美子) 

 

・７月６日（土）に大阪市で県部長会議があり、私は初めての参加で緊張気味で前

日は夜寝られませんでした。１人では不安なので友人に付き添ってもらい参加しま

した。自分自身あまり表向きな所に行くのは苦手なので、何を話して良いのやらと、

ドキドキしました。今、女性部担当して１年半くらいになりますが、毎回の定例会

を行うのに何をしょうかと考えるのが大変ですが、会員の皆さまのお蔭で何とか今

までやってこれて日頃のご尽力だと感心しています。部長会議ではパソコンの情報

保障でした。今ではどこもパソコンが使われる時代になってきました。今年は役員

改選の年でしたが、前日担当の方を選ばれていた様子で今回４人の方が引き受けて

くださいました。家庭を持ちながら長距離通信で連絡等されるのは大変かと思いま

した。各県の活動報告を聞くとどこも高齢化が進み活動していくのに大変な思いを



されているのが良く分かりこれからの女性部の活動をより良きしたいものと思いま

した。会議の席上で隣に座っていた方が人工内耳をされていたので興味を持ってお

聞きしたら、「とてもよく聞こえます・・」と言われ、ちょっと考えて、孫の声を聞

いてみたいと思いながら総会を後にしました （広島市難聴者協会：丸山 香代子）   

※新部長になって 
私の難聴は生まれつきのようで原因は不明です。難協の存在も知らないまま、結

婚し大阪で１２年間暮らしました。和歌山に戻って初めて難協の存在を知り覗いて

みると同障者が明るく楽しそうに話しているのが目に入り、特に「目で聴く」こと

が印象に残り、自分を変えるきっかけに・・・と、８年前に入会しました。子供と

の生活を守るため仕事と両立で思うように例会や行事に出ることは難しい状態でし

たが、今年に入って仕事を辞め時間が出来たので、例会等にも参加できるようにな

り、４月の役員改選で女性部長に選出され、今まで活動を見る機会も少なく分から

ない事ばかりで、先輩たちに色々サポートして貰いながら頑張っているのが現状で

す。                  （和歌山県難聴者協会：蔦尾 東紫） 

                         

～観光「大阪湾クルーズと海遊館」に参加して～ 
 

大阪市：西村 まゆみ 
 

７月７日(日)朝８時半、長居パークホテルに集合。観光参加者１２名を地下鉄長

居駅から大阪港へ誘導して行きました。サンタマリア「大阪港帆船型観光船」ディ

クルーズ４５分間、乗船までの待ち時間を近くのミュージアムショップ等で自由に

過ごし、私は出港を見送った後、海遊館の入場券を購入に行きました。炎天下の中、

沢山の人が並んでいて、日傘と扇子とお茶で暑さを凌いで３５分間待ってやっと買

えました。下船後、サンタマリアの前で記念撮影。

その後で、昼食を隣のマーケットプレイス３Ｆの、

大阪名物串カツバイキング９０分間堪能。美味しく

て、おしゃべりも出来て何回もお代わりして楽しか

った。昼食後、海遊館前に移動して、入場券を配り、

帰宅組とお別れし、中に入ったが、混雑ぶりに圧倒

されました。私達４名はラッコのところで、運良く、

氷を与えている場面にあいました。とても珍しくて、

又、ブルーの星形の氷をお腹においてかじり、すぐ

に、一回転して又、かじる姿に感動し、釘づけにな

り、時間のたつのも忘れていました。その他、色々

な珍しい魚や動物、ジンベイザメ等じっくり見学し

ました。出口で先の４人と合流して、大阪港駅へと

戻った。私は途中の本町駅で皆さんが無事に帰られ

るのを見届けお別れしましたが、大阪を少しでも知

って貰えて良かったと思い出に残りました。皆さん、

お疲れ様でした。ありがとうございました。 



 

ブロックの集い開催のお知らせ 

 

✦２５年度のブロックの集いは３ブロックが開催されます。全国からの 

  ご参加をお待ちしています。 

✤百聞は一見に如かず✤ 

 

◆関東ブロック 
～中越地震からカムバックした 

    山古志の美しい棚田を観よう! 

・期 日／平成２５年１０月５日（土）～６日(日) 

・会 場／長岡震災アーカイブセンター「きおくみらい」 

・テーマ：「災害から身を守るために～中越地震に学ぶ」 

・実行委員長：大西 邦子 

・観 光：「山古志巡り」 

・主 管：新潟県中途失聴・難聴者協会 女性部 

 ◆九州ブロック 

    ２６年１月から始まるＮＨＫの大河ドラマ 

「黒田官兵衛」の舞台地です。 

・期 日／平成２５年１０月１９日（土） 日帰り 

   ・会 場／市民福祉プラザ ５０２ 研修室 

  ・テーマ：「交流を深め、友達の輪をひろげよう」 

  ・実行委員長：永末 淑子 

  ・観 光：自由観光 

  ・主 管：福岡中失難聴者支援福祉協会 女性部 

◆東海ブロック 
  ・期 日／平成２６年２月？日（土）予定 日帰り 

  ・会 場／徳川園・博物館 

  ・テーマ：「お雛さま祭り」 未定 

  ・実行委員長：佐藤 知子 

  ・主 管：ＮＰＯ法人 名古屋市難聴者・中途失聴者支援協会 

・編集あとがき・ 
女性部会議が開かれる度に、お天気は雨の日になったことがなく、とても助かっています。

皆さんは晴れ女なのでしょう？新しい役員も晴れ女でありますようになんて・・・。大阪は酷

暑で道端に立っていると、とめどなく頬を伝う涙ではなく汗が・・・。噂通りの暑さでした。 

「大阪の喰いだおれ・京都の着だおれ・神戸の履きだおれ」と有名で、あの道頓堀に行って喰

いだおれを味わって帰りたかったのですが、お土産はまたも「だより」編集でした。  


