
2019年 6月 10日 

各  位          

                              

     2019年度全難聴・全要研東北ブロック大会実行委員会 実行委員長  大原 由美子 

 

       2019年度全難聴・全要研東北ブロック大会について 

 

時下 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

2019年度全難聴・全要研東北ブロック大会開催について 別紙開催要項のとおりご案内申し上

げます。 

今年度は「 見たい！聴きたい！感じたい！最新の聴覚情報 ～うつくしまふくしまで集う、

難聴者・要約筆記者のスマイル～ 」をテーマに、中途失聴者・難聴者及び要約筆記者がともに

絆を深め学ぶ機会といたしました。 

 

一日目は 福島県立医科大学耳鼻咽喉科 今泉先生による講演 

二日目は いわき市出身のプロデューサーによるいわき市舞台の映画 

        「それぞれのヒーローたち」上映 

地元高校野球部女子マネージャー当時の野球部仲間達との実話をもとに 震災から８年の福島が

舞台。被災地から日本を元気にするプロジェクトとして制作された映画に福島県内要約筆記者が

字幕を付けて上映の運びとなりました。 

 

つきましては、ご多用中とは存じますが、皆さまお誘いあわせのうえ東北ブロック大会 in福島

にぜひご参加いただけますようよろしくお願い申し上げます。 

実行委員一同心から皆様のご参加をお待ち申し上げます。 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

2019年度全難聴・全要研東北ブロック大会 in福島 

実行委員会 事務局 

福島県中途失聴・難聴者協会事務局 

    〒963-8851 郡山市開成 5-11-17 佐藤方 

メール：aizu-roots75@hotmail.co.jp 

ＦＡＸ：０２４-９３８-０４９９ 
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「２０１９年度全難聴・全要研東北ブロック大会 in福島」のご案内 

見たい！聴きたい！感じたい！最新の聴覚情報 

～うつくしまふくしまで集う、難聴者・要約筆記者のスマイル～ 

 

開  催  要  項 

 

1. 名称 ２０１９年度全難聴・全要研東北ブロック大会 in福島 

2. 目的 東北各県の難聴者と要約筆記者が一堂に会し、中途失聴者・難聴者の福祉向 

 上と社会参加を促進するために、様々な情報を共有し、研修を深め交流を図る 

ことを目的とする。 

3. 日時 ２０１９年９月２８日(土)～２９日(日)  

4. 会場 摺上亭大鳥【すりかみていおおとり】 福島県福島市 奥飯坂 

5. 主催 一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会東北ブロック 

特定非営利活動法人 全国要約筆記問題研究会東北ブロック 

6. 主管 (全難聴)  福島県中途失聴・難聴者協会 

特定非営利活動法人 全国要約筆記問題研究会福島県支部 

7. 協力 福島県要約筆記サークル連合会 

8. 後援（予定） 福島県,福島市,(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)福島県共同募金会,  

(社福) 福島市社会福祉協議会, (一社)福島県聴覚障害者協会，     

      福島民報社,福島民友新聞社, ＮＨＫ福島放送局, 福島テレビ, 

福島中央テレビ, 福島放送, テレビユー福島, 朝日新聞福島総局, 

産経新聞社福島支局, 毎日新聞株式会社福島支局, 

読売新聞東京本社福島支局                     （順不同） 

 

9. 申込締切   ２０１９年８月９日（金）必着 

 

 

 

お問合せ先 

2019年度全難聴・全要研東北ブロック大会 in福島 

実行委員会 事務局 

福島県中途失聴・難聴者協会事務局 

〒963-8851 郡山市開成 5-11-17 佐藤方 

メール：aizu-roots75@hotmail.co.jp 

ＦＡＸ：０２４-９３８-０４９９ 
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 2019年度全難聴・全要研東北ブロック大会 日程 

１日目（９月 28 日 土曜日）  

 ＜全難聴＞ ＜全要研＞ 会場 

12：00～ 
東北ブロック役員会受付 

会場：１階 けやき 

東北ブロック研修会受付 

会場：１階 鳳凰 

摺上亭 

大鳥 

13：00～14：15 東北ブロック役員会 

講演：「援助者として理解すべき 

聴覚障害・知っておくべき心がけ」 

講師：福島県立医科大学 

耳鼻咽喉科講座 

今泉 光雅先生 

14：30～ 14:45 一般参加者受付    会場：１階 鳳凰 

15:00～ 15:25 開会式 

15：30～17：00 

 

 

 

 

全体会 

講演：「聴覚再獲得への道：現状と未来に向けて 

最新の聴覚情報」 

講師：福島県立医科大学 耳鼻咽喉科講座 

今泉 光雅先生 

18：00～ 懇親会受付    会場：１階 鳳凰 

摺上亭 

大鳥 18：30～20：30 

懇親会 

☆ フルーツアート実演「福島県産の果物を使って」 

日本フルーツアートデザイナー協会 

代表：髙梨 由美氏 

 

２日目（9月 29 日 日曜日）  

9:00～ 受付   会場：１階 けやき 

摺上亭 

大鳥 

9：30～11:15 

 

 

 

 

 

 

映画鑑賞 （要約筆記者による字幕付きの上映です！） 

≪それぞれのヒーローたち≫ 

被災地から日本を元気にするプロジェクト 

～Ｆrom Fukushima～ 

ALL いわきロケ・延べ 250 名の県民参加映画 

原作／企画／プロデューサー  髙梨 由美氏 

11:15～11：45 閉会式・引き継ぎ式 

●９月２８日の昼食会場 １階 和室「せきれい」です。持参した方もお使いいただけます。 
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会場のご案内  

会場：摺上亭大鳥【すりかみていおおとり】 住所：福島県福島市飯坂町中ノ内 24-3 

TEL 024-542-4184 FAX 024-542-0278 

シャトルバス運行は飯坂温泉駅⇔摺上亭大鳥となります。  

飯坂温泉駅までは公共交通機関等をご利用ください。 

【アクセス】  

会場までの地図は 6ページに記載しておりますのでご覧ください。 

◎車で  

・（山形方面）山形蔵王 ICから福島飯坂 IC：約 1時間 25分（約 88km） 

・（仙台方面）仙台宮城 ICから福島飯坂 IC：約 1時間（約 68km）  

 ※福島飯坂 IC から摺上亭大鳥まで約 10 分 

※ホテルに無料駐車場あり（150台収容可能・予約不可）  

◎電車をご利用の方 

JR福島駅から福島交通飯坂線乗車、飯坂温泉駅にて下車（乗車時間約 20分）。 

飯坂温泉駅より無料シャトルバスにて送迎。 

 

福島交通飯坂線乗り場は福島駅東口  JR福島駅の 2階中央通路と 1番ホーム経由で 

乗り換えとなります。 

※料金：大人片道 370 円（手帳提示で片道 190 円・付添割引有★飯坂線福島駅の窓口にて切符購入） 

 

◆福島交通飯坂線 時刻表 

（9月 28日） 

（福島交通飯坂線）福島駅 発 11:45  13:50 14:15  17:10  

（福島交通飯坂線）飯坂温泉駅 着 12:08  14:13  14:38 17:33  

（シャトルバス）飯坂温泉駅 発 12:15 14:20 14:45 17:40  

（シャトルバス）摺上亭大鳥 着 12:25 14:30 14:55 17:50 

  

（9月 29日） 

（シャトルバス）摺上亭大鳥 発 12:30 12:50 

（シャトルバス）飯坂温泉駅 着 12:40 13:00 

（福島交通飯坂線）飯坂温泉駅 発 13:00  13:25  

（福島交通飯坂線）福島駅 着 13:23  13:48 
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〈参加・懇親会・昼食・宿泊のご案内＞  

１．参加のご案内  

  ◆参加費／会員様 2,000円（税込）    非会員様：2,500円（税込） 

※全難聴（難聴協）・全要研の会員が会員価格となります。   

※参加費は事務局様のご依頼により株式会社近畿日本ツーリスト東北 郡山支店が事務の代行を致します。参加費に

つきましては、旅行契約に該当いたしません。 

※お申込後の参加お取消しや大会当日欠席の場合、参加費の返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください

ますようお願い申し上げます。  

※当日欠席の方には当日資料を後日郵送いたします。 

２．懇親会のご案内  

日時：９月 ２８日（土）18：30～20：30  

会場：奥飯坂温泉 摺上亭大鳥  

  ◆参加費／10,500円（税込） 

※ご宿泊される方は、下記４「宿泊のご案内」の旅行代金に含まれます。  

上記は日帰りで宿泊無しの方の料金です。  

３．昼食のご案内  

◆昼食費／1,000円（税込）（９月２８日）  

４．宿泊のご案内（募集型企画旅行）  ※宿泊設定日：2019年 9月 28日（土） 宿泊施設のご案内  

【１泊２食付（28日夕食懇親会・29日朝食込） 税・サービス料込】  

ホテル名  
  

  

部屋タイプ 

（和室又は和洋室・バストイレ付）  

旅行代金  

(宿泊 1名様当たり 税込)  

奥飯坂温泉 摺上亭大鳥 

No.１  ４名１室希望 １４，５００円 

No.２  ２名１室希望  １７，５００円 

No.３  １名１室希望  ２２，０００円 

ご旅行代金（宿泊プラン）について  

 ㈱近畿日本ツーリスト東北 郡山支店が旅行企画・実施する募集型企画旅行となります。  

 ご旅行代金（宿泊プラン）は、税金・サービス料を含む１名当りの金額です。  

 ※宿泊料金について 未就学児：7,000円（税込）、小学生：10,800円（税込）、中学生以上は大人同様の料金となります。 

※最少催行人員 １名 。 

※添乗員は同行いたしません。  

※前泊や後泊を希望されます方や、和室希望の方は、通信欄にご記入くださいませ。  
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５．お申込みについて  

  ◆「参加申込書」に必要事項を記入の上、（株）近畿日本ツーリスト東北 郡山支店に、FAX又は MAIL

にてお申し込みください。  

  ◆申込書受信後、振込口座情報等を記載した上で、受領確認の FAX又は MAILをさせていただきます。  

  ◆内容確認後、指定の期日まで振込をお願いいたします。振込手数料はお申込者様のご負担にてお願い

いたします。  

  ◆請求書・領収証等のご準備はしておりませんのでご了承くださいませ。  

お申込締切日 2019年 8月 9日（金）必着 ※お振込締切日  8月 30日（金）迄  

６．取消料について  

  ◆お申込後の変更・取消は、必ず FAX又は MAILのいずれかにて当社へご連絡ください。  

  ◆変更・取消受付は当社営業日営業時間内（９：30～17:30）とさせていただきます。  

取消日  旅行代金の  

(宿泊・懇親会費・昼食代)  

参加費  

～９/５      無料  100％（入金後）  

９/８～９/２０ 20％ 100％  

９/２１～９/２６ （前々日）  30％ 100％   

９/２７ （前日）  40％ 100％  

９/２８ (当日 10時まで)  50％  100％  

９/２８（当日 10時以降 及び無連絡不参加）  100％  100％  

 

７．個人情報取扱いについて                                  

 １.当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込みの際にご提出

いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただく

ほか、当社の旅行契約の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関

等に提供いたします。また、旅行先でのお客さまのお買い物等の便宜のため、お客さまのお名前および搭

乗される航空券等に係る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に提供いたします。お申込みいた

だく際には、これらの個人情報の提供についてお客さまに同意いただくものとします。                    

２.当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客さまへのご連

絡や対応のために、当社グループ企業および販売店と共同利用させていただきます。当社グループ企業お

よび販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。住所、氏名、電話番号、年齢、 

生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス。   

３.上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またホームページ

でご確認ください。  
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～旅行企画実施／問合せ・申込先～  

株式会社近畿日本ツーリスト東北 郡山支店  

〒963-8004 福島県郡山市中町 5-1 日本生命郡山中町ビル 5F 

         TEL 024-923-1250 FAX 024-923-1297  

            E-mail  koriyama@or.knt-th.co.jp 

2019年度全難聴・全要研東北ブロック大会 担当：渡辺 

     営業時間 月～金 ９：３０～１７：３０  休業日：土・日・祝日  

観光長官登録旅行業第 1925号 （一社）日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員  

総合旅行業務取扱管理者 石岡 政美 

※休業日と上記受付時間外の取消・変更のお申し出には対応ができません。翌営業日の受付となります。  

※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、 

担当者からのご説明にご不明な点がございましたらご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。  

※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので、事前にご確認の上、お申込みください。  

 

                             作成基準日 2019年 5月 15 日 

                             承認番号   ♯1595-19-050011 

 


