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新年のご挨拶 

副部長 主藤 京子 

明けましておめでとうございます。 

皆様方には健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

この冬は長引く新型コロナウイルス感染症に加え、インフルエンザも同時流行する気配で

す。基本的な予防対策は同じですので、マスク着用、うがい、こまめな手洗い、そして免疫

力が低下すると感染しやすくなるので、十分な睡眠とバランスの良い食事を心がけましよう。

昨年 10 月、第２６回福祉大会が「湯を沸かすほどの熱いき絆」大分県で開催されました。

恒例女性部バザーも開催しました。全国から手作り品や品物、協力金や寄付金など、たくさ

んのご支援とご協力をいただき、役員一同心から厚くお礼を申し上げます。また記念式典で

は当部の永末淑子さんが長年の地域協会の発展に指導的役割と地域に根差した福祉の向上

に尽力され「社会福祉部門」で全難聴から表彰されました。役員一同、大変誇らしく、我が

事のように嬉しくなりました。 

令和３年５月には障害者差別解消改正法が成立しました。民間事業者は合理的配慮の提供

が努力から法的義務になります。障害のある人から、配慮を求める意思の表明があった場合

には、それが過重な負担でない場合には、合理的配慮を行うことが求められます。合理的配

慮を行わないことも障害者差別となります。病院で医師が患者の説明に本人を無視して介助

者や付き添いの人にだけ話しかけるのは不当な差別的取扱いになると記載されています（内

閣府パンフレットより）。自分のことなのに他の人へ説明がなされるのは、本人は寂しく取

残されたように感じます。聞こえ難くても筆談や音声認識機器で意思疎通は図れます。こう

した障害者の「思い」を伝え、話合い工夫しながら進めていくことが、差別のない社会に繋

がっていくと感じました。  

 本年も女性部は「女性会員同士の心を繋ごう。心をつなぎ大きな輪になろう」を掲げてい

ます。コロナ禍で物理的距離は離れても、心の距離は近くに在りたい。本年も宜しくお願い

いたします。 
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新年のごあいさつ 

 

一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 

理事長 新谷 友良 

 

 明けましておめでとうございます、３年来の新型コロナウイルスの感染で加盟協会の皆さ

まにはご苦労が続く毎日のなか、様々な面で全難聴の活動を支えていただき感謝申し上げま

す。とくに、１０月に大分市で開催しました「全国中途失聴者・難聴者福祉大会ｉｎおんせ

ん県・おおいた」には多くの方に参加いただき３年ぶりに皆さまと交流の機会を持てました

ことに改めてお礼申し上げます。 

 昨年障害分野では、５月に「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進

法」が成立しました。この法律は、基本理念として①情報取得・意思疎通手段の個別性の尊

重、②情報の地域格差の解消、③情報の平等性・同時性の確保、④デジタル リテラシーの

涵養の４点を掲げています。また、８月には障害者権利条約の履行に関する日本政府報告へ

の国連障害者権利委員会の審査がスイス・ジュネーブで実施され、全難聴は日本障害フォー

ラムの対日審査傍聴団に参加し、国際部員３名が精力的なロビー活動を現地で行いました。

その結果、障害者権利委員会の総括所見では「障害者資格・認定制度を含め、障害に関する

医学モデルの要素を排除するために、法律および規則を見直すこと」が勧告されております。

また１昨年改正されました障害者差別解消法に伴う基本方針の改正が現在障害者政策委員

会で議論されており、全難聴よりは宮本副理事長が専門委員としてこの議論に参加、事業者

の合理配慮義務の明確化などの論点に積極的な発言を続けております。 

 このように、わたしたちを取り巻く環境は、全難聴の進めている運動を大きく後押しして

います。とくに、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の基本

理念や、障害者権利委員会の総括所見は、わたしたちの進めてきた情報アクセシビリティの

主張、デシベルダウン運動をさらに進める大きな力と思われます。 

新型コロナウイルスの感染継続、国際的な政治の緊張の増大、物価の上昇など私たちの日

常生活には厳しさが増していますが、わたしたち中途失聴・難聴者は聞こえの困難に正面か

ら向かい合った声を上げ続けることが何より大切と思います。今年一年皆さまと力を合わせ

た運動がより一層前進することを期待して、また皆さまのご多幸・ご健康をお祈りして、全

難聴よりの新年のごあいさつとさせていただきます。 
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令和５年 役員・県部長・窓口から：お正月の思い出   

 

 

☆部長・東海ブロック長・岐阜県部長：加藤 千津子 

 もう 30 年以上続いている我が家の元旦は、おせち、お雑煮、少し

お屠蘇をいただき、門徒になるお寺「真願寺」に歩いてお参りします。 

ごいん様からありがたい説法を聞きます。隣接する氏神様「六所神社」に参拝します。 

 ひとまず帰宅し、車でご先祖が眠るお墓と、主人の祖父が戦死者なので、軍人墓地の２ヶ

所をお参りします。 

 次に、車で 30 分程の「護国神社」をお参りします。おみくじを引いて一喜一憂し、近く

の「コメダ珈琲」に寄ってお茶して帰宅するのが毎年の恒例となっています。 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

☆副部長・横浜市部長：主藤 京子 

 子供の頃、暮れは近くの親せきと一緒に餅つきをしていた。お供えの鏡餅、雑煮の丸餅、

あん餅、のし餅など家族総出で作る。 

 もち米を前日の夜、水に浸し、翌朝かまどで蒸す。餅つき道具は台柄

といって、元々は脱穀で使われていた道具で（足で板を踏むと杵が上が

り、そのまま臼に落ちて餅がつける：テコの仕組み）子供にもつけたが、

餅を丸めるのが主な役目だった。 

 みんなで食べた熱々のもち米を握った塩むすびの味を懐かしく思い

出す。 

 

☆事務局長・茨城県部長：佐藤 緑 

 謹んで新年のお慶びを申し上げます。 

 郷里取手市には利根川のとても広い河川敷があり、旧正月に 

凧揚げ大会が開催されました。 

 夕方には、「どんど焼き」と言い、河川敷で正月飾りや書き初めを 

燃やし、その火で紅白のもちをあぶって焼いて食べると元気で過ご

せるといわれています。 

 成人式の晴着で通る女性もいて、華やかで楽しい一年の始まりで

した。右の写真は、1978（昭和 53）年正月。当時は聞こえる子供

でした。 

 

☆事務次長・京都府部長：片山ひろみ 『３６年間の思い出』 

 私は結婚当初から夫の両親と同居し、二人の息子たちも含め６

人家族で専業主婦として家事全般をこなす日々でした。 

 京都の築 100 年以上経過の旧家ゆえ、前栽が広く、冬は南天

の赤い実と金柑はオレンジ色がかった黄色の丸くてかわいい実

をつけ、お正月が近いと実感できて。季節感による情緒たっぷり！ 

 年末は蔵から石臼を出してのお餅つきで、家中でつきたてのお餅をほおばるのも楽しみで
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した。おせちは手作りが当たり前で、盛り付ける飾りに庭のバランも大活躍しました。 

 当時はその良さに気づかず、とにかく大変という気持ちが先行して

いたのです。自然色豊かな土のある暮らしは貴重な日々であったと、年

末年始になると特に思い出してしまいます。 

 

 

☆会計・埼玉県窓口：磯島 都子 

 皆さま、明けましておめでとうございます。 

 私の昔遊びは、大自然が相手でお金はなくても悠々自敵の時代でした。 

県北の山岳地帯なので、冬は雪も降り積もりスキーを楽しみました。 

当時は父が竹を割って先の方をカーブ型に整え、火で炙り曲げて竹スキーを作ってくれま

した。その後に鎖の金具スキーです。何もない逞しい生き方が懐かしく思い出されます。 

そして、健聴から突発性難聴で失聴して奈落の底に落ち込んでしまいましたが、全難聴女

性部との出会いで得るものを沢山いただき、今は充実した幸せな気分です。 

 

☆広報担当・兵庫県窓口：庄司 美絵 

 都合につき新年のご挨拶を控えさせていただきます。本年もよろしくお願い申し上げます。 

 

☆監事・大阪市部長：高田 郁代 『賑やかだった新年会』 

 もう 40 年～50 年ほども前の元日の思い出です。 

 高田家では、母方の伯母の家で元日の昼過ぎから夜まで新年会が開

かれるのが恒例でした。 

夫の家族と伯母一家はもちろんのこと、近隣に住む伯母の姪３人の家

族も集まります。20 人以上が出たり入ったりしていたでしょうか。娘たちが独立し、夫婦

二人の静かな元日を過ごしていると、伯母が亡くなるまで続いていたこの賑やかな新年会が

懐かしく思いだされます。 

 

☆相談役・福岡市部長：永末 淑子 『難聴人生』 

 第２６回全難聴福祉大会ｉｎおんせん県

大分大会が、２０２２年１０月に開催され

ました。開会式で、新谷友良理事長から

「永年にわたり、福祉の向上に尽力されま

した」という表彰状を戴きました。 

全難聴女性部長を８年間勤めていた時

は、全難聴理事会出席の為、福岡空港から

羽田へ始発の飛行機に乗り、帰りは夕方の

便に乗り夜遅く帰宅しました。今は７８才

になり難聴と言う障害が友達を沢山作り、

私の生きがいと自信になりました。 

                     全難聴からの表彰状 （大会記念誌より転載）  

 

永末淑子様  表彰おめでとうございます 

zzzzzz・・・ 
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☆北海道札幌市・窓口：馬場 順子 

 結婚し娘が生まれ孫が３人と、我が家の正月風景も様々な出来事

を積み重ねて来ました。 

娘が結婚するまでは、実家で両親を囲んで母の作ったお節料理を味

わい、来年も母のお節料理を頂けるといいな、なんて夢想していま

した。さて、娘の実家は我が家ですよね。 

 母のお節料理にはかなわないが、私なりにお正月は娘家族のためにお節もどきを準備しま

す。３歳になったばかりの孫が「おいしいね、幸せ！」と言ってくれたのです。凄い感動し

ました。私は母にきちんとお礼を言っただろうかと考えさせられました。 

 その母も 104 歳で亡くなり、３歳の孫は身長 180 センチの 16 歳です。 

 今年も元気でお節料理作りに頑張ります。 

 

☆東京都・部長：明田 美奈子 

 新年あけましておめでとうございます。     

 皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。 

 お正月の思い出はありふれたことばかりなので、東京協会女性部が 12 月に企画した正月

の「しめ飾り作り」を取り上げました。 

部屋と材料の準備都合上、15 人定員があっという間に申込締切り。 

講師と女性部員スタッフが手際も素晴らしく、全て準備、指導してくれました。とても楽

しかったとの声に、今年は当たり前の日常に戻れるかなぁと期待して。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆川崎市・部長：伊藤 雅子 

 毎年、お正月に「成田山」へ初詣に行く。高齢者にはお参りする場所までの山道や階段は

辛い。 

数年前、エレベーターが設置され少しは楽になった。しかし、足も弱ってきているので、

後、何度行けるのかと考える。 

 勤務していた頃、課内の会食では全員うなぎを注文して食べていたが、私はうなぎが嫌い

で毎回お寿司にしてもらった。 

 それが初詣の時、並んで焼きたてのうなぎを食べてから大好きになった。 

 来年も成田山のうなぎが食べられるのを楽しみです。 
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☆群馬県・窓口：飯塚 糸子 『お年玉の想い出』 

 6・7 才の頃でしょうか。お正月は着物を着せてもらい、羽根つき等して楽しく過ごして

いました。父の友人のおじさんがご年始の挨拶に来て「はい」と帯の間に何か挟んでくれま

した。出してみると、百円札でした。母に見せると大切にするんだよと。 

 当時の百円は紙幣でしたので、とても高価に見えました。金銭でお年玉をもらうことはな

かったので、嬉しさいっぱいでした。駄菓子屋で子供が使うのは、一円、二円の時代でした

ので、私にとっては大金でした。 

 今では、なつかしい遠い遠い思い出です。 

 

 

☆千葉県：H T   『子供の頃の遊び』 

 四方を小高い山に囲まれた小さな村の中で育ったので、遊びはれんげ畑の中や山を切崩し

中の斜面。そもそも家の中でおとなしくしていることが出来なかったので、柿の木や屋根伝

いに母屋や納屋を行き来し、どの高さなら飛び降りることが出来るかなどを楽しんでいたよ

うな記憶があります。 

 小学校に入ってからは、村の中の１年から６年までが一緒になって自転車リレーやザリガ

ニ取りなどをしていました。村の中の唯一のお菓子屋さんの前がみんなの集合場所。おやつ

もみんなで 10 円の大きなシュークリームを食べたり、紙芝居の自転車が来ると駄菓子を食

べながら見入っていました。 

 今回このテーマで文を書くことがきっかけで忘れ去っていた子供の頃を思い出すことに

なり、ほんの半世紀超なのに時代の変化を感じずにはいられません。今はスマホの時代。子

供の時は村に一台の電話。電話が入ると火の見櫓脇のスピーカーから呼び出しの放送が入り

ました。竹馬は今でも走れます。 

 

 

☆栃木県・窓口：矢野 美津子 

 あけましておめでとうございます。     

 さて私が子供のころの正月遊びでは、外で遊ぶものは羽子板や凧揚げ。家の中では、かる

た取り、福笑い、おはじきの数当て双六、碁ならべなどで遊んだ。他には、筆にみかんの汁

を含ませて白い紙に絵や文字を書き、その紙を火にあぶり描いた絵や文字を浮き出させる遊

び。 

 その他遊びではないですが小学生の時、毎年１月１日は登校して校長先生の新年のご挨拶

を聞いて、ひとり一人みかん（二個？）をいただいて家に持ち帰ってきた記憶があります。 

のどかな田舎の風情と社会が頭をよぎります。 

 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

   

☆新潟県・窓口：大西 邦子 

 私は生まれも育ちも新潟市です。終戦の翌年が小学校入学でした。

その頃は食べ物にも不自由し、みんなが貧しいでした。 高学年に

なってからの話です。同級生にお茶の老舗のお嬢さんがいてお正月

に遊びに行くと、お手伝いさんが紅茶とカステラを出してくれまし

た。紅茶カップはめずらしく、初めて飲む飲み物であり食べ物でし
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た。長い歳月が流れ、どんな遊びをしたかは覚えていませんが、あの時の味はほんとうに忘

れられません。 

  

☆三重県・窓口：疋田 敦子 

 私の心に残るお正月の思い出は、子供の頃に家族でしたジグソーパズルです。 

 私が小学校３年生の時に父がお正月の娯楽にとジグソーパズルを買ってきました。確か

500 ピースぐらいの零戦（戦闘機）の絵のパズルだったと思います。 

 31 日から作り始め、お正月３日間かかって完成させました。ピースがピッタリはまる度

にみんなから歓声が上がりました。 

 家族みんなで作り上げる事がとても楽しく、この年から私が思春期に

なるまで、毎年ジグソーパズルを年末年始に組み立てることが恒例にな

りました。 

 モナリザの絵画や富士山の写真等、当時組み立てたパズルが今でも、

実家に飾ってあります。そのジグソーパズルを見るたびに楽しかったお

正月の出来事を思い出します。私の大切な思い出です。 

 

☆奈良県・部長：古川 博子 『我が故郷のお正月料理・あじべ汁』 

 本州最北端青森県。竜飛岬の近くです。高校卒業するまで住んでいました。 

スーパー、コンビニもなく、一軒の雑貨や日用品を置いているお店と、車の移動

販売で、毎日の食材などを買います。 

 不便な生活の中でも、今は亡き母がこしらえてくれる「あじべ汁」は最高のご馳走でした。 

お正月に食べる「あじべ汁」分かりやすくいえば豚汁のようだがまた違う。具材は、牛蒡、 

糸こんにやく、姫たけ、わらび、ふき、人参、焼き豆腐、鯨肉、椎茸等。全て細かく切って、

昆布だしと醤油を入れるだけの「あじべ汁」。素朴な味だが、毎日食べても飽きない。作っ

て 2 日目、3 日目と、味がさらに美味しくなる「あじべ汁」。 

 忘れられない亡き母のお正月料理です。 

『亡き父との「するめイカ釣り』 

 私の子どもの頃の思い出は、小学校高学年までに、亡き父と

一緒に船に乗り、夏休みの間だけの、するめイカ釣りが一番の思い出です。 

 静かな海に、遠くには、大型船の漁火が綺麗に点滅しているような感じにみえ、また、釣

れた時は楽しくて、釣りあげた瞬間、黒いスミを顔にかけられた時はびっくりです。 

 夜に出て朝方まで釣るので寝ないで亡き父の動きをみて、準備してよくせがんで連れて行

ってもらった事が、子どもの頃の一番の思い出です。                

  

☆大阪府・部長：橋川みえり 

 小学生のおませな女の子でした。その時代、正月三が日は若い女性も女

の子も晴着でお出かけ、祖父母に挨拶したり、神社に初詣に行ったと思い

ます。いつの間にかお正月の振袖姿は見かけなくなりましたね。 

 私の髪はクルクルのくせ毛でショートカットでした。長い髪をアップにして可愛いかんざ

しをつけている同じ年頃の女の子がうらやましくて仕方がなかった。「あんな頭にしたい」

と毎年お正月になると言っていたので母は、お団子になった作り物のヘアーを買ってくれて、

それをチョコンと頭のてっぺんにのせて、かんざしもつけてくれました。でも、自分ではそ
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の髪型は全然可愛くなくて、恥ずかしかったのを覚えています。 

 今思い出してもなんだか恥ずかしくなる昭和 40 年ころの思い出です。 

 

☆島根県益田市・窓口：山田 貴志子 『弦楽器のこと』 

 1、三味線・・・若い頃、三味線に興味があり習った。歌謡曲など色々と。お正月には先

生のお宅で三味線、和琴、ギターとの合奏で、素晴らしいひと時だった。将来は、三味線バ

ンドを作ると言っておられたが夢に終わった。前回のオリンピックの時、東京五輪音頭の楽

譜を NHK から送って頂き一生懸命に弾いた。 

 2，マンドリン・・・職場で」マンドリンクラブがあって昼休みに集まり練習していた。 

蟠龍(ばんりゅう)湖で、イベントがあり、テレビ中継があり私たちクラブも『バラが咲いた』

を弾いた。 

 3，大正琴・・・大正琴を習い始めて半年後に失聴。3 年後に人工内耳

の手術後、改めて大正琴を習った。失聴後 20 数年過ぎた現在は大正琴だ

け続けている。正確に聴きとれるので嬉しく思う。 

  

 

☆山口県・窓口：有延 八千代 『懐かしいこごめ餅』 

 新年を迎える前の年末 30 日にお餅を搗くのが習わしで、うちのは

大部分がこごめ餅。 

お飾りをするだけ普通の餅だった。元旦に食べる餅もこごめ餅、何故こごめ餅なのかはよく

知らない。 

 こごめ餅の中に餡を入れたのが凄くうまくて、現在でも小米餅でないと食べなくなった。 

 平成時代が終わりに近いころの時代になったらいつの間にかこごめ餅はすたれてしまい、

販売しているところを探すのが一苦労する。 

 昭和時代は直径 7 センチもあったのに、最近は 5，5 センチになり悲しい。餡子入りの

こごめ餅は喉へのつまりがなく、歯切れもよかったし、何といっても食べやすく、雑煮やあ

ん餅をたくさん食べていたのを思い出しては、どこかに売っていないか探し出すのに苦労す

るが幸せだったなぁとしみじみ思うのです。 

  

第２６回全難聴福祉大会 バザー販売報告  
「第 26 回全国中途失聴者・難聴者福祉大会 in おんせん県おおいた」にお

いて、１０月１５日～１６日に開催しました当部恒例のバザー販売に、全国か

ら心のこもった手作り品やお品物の数々、協力金、ご寄付をお寄せいただき、

役員一同心から厚く感謝を申し上げます。 

３年ぶりの再会の喜びとお品物の好調な売れ行きの２日間でした。 

 

１、バザー品提供団体  

①（一社）札幌市中途失聴・難聴者協会様 ②（特非）茨城県中途失聴・難
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聴者協会様 ③埼玉県難聴者・中途失聴者協会様 ④横浜市中途失聴・難聴

者協会様 ⑤（特非）川崎市中途失聴・難聴者協会様 ⑥(特非)みみより会様 

⑦(特非)ぎふ難聴者協会様 ⑧（特非）大阪府中途失聴・難聴者協会様  

⑨（特非）大阪市難聴者・中途失聴者協会様 ⑩奈良県中途失聴・難聴者協

会様 ⑪福岡中失難聴者支援福祉協会様 ／１１団体  

 

バザー売上金計 41,340 円 

 

2、協力金 団体 

①（特非）東京都中途失聴・難聴者協会様 3,000 円 ②京都府中途失聴・

難聴者協会様 3,000 円 ③（特非）大阪市難聴者・中途失聴者協会様

3,000 円 ／３団体 

 

協力金計 9,000 円  1+2＝50,340 円 

 

3、寄付金（個人） 

①塚本茂子様 5,000 円 ②加藤千津子様 3,000 円  

③片山ひろみ様 3,000 円 ④庄司美絵 様 3,000 円 /４名 

 

寄付金計 14,000 円 1+2+3＝64,340 円 

 

 

バザー収益金等は、皆様方の温かいご支援に添えるよう使途を考えていきま

す。 

今後とも、全難聴女性部へのご支援をよろしくお願いしまして、御礼とさせて

いただきます。 

（一社）全難聴女性部長 加藤 千津子 
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３年ぶりのバザー準備に携わって        事務局長 佐藤 緑 

  

１０月末の『全難聴便り』では当部加藤部長よりバザー開催の報告とお礼を、

機関誌『難聴者の明日』第１９８号女性部のページでも、役員一同よりバザー

報告とお礼を申し上げました。 

  

まずは小倉実行委員長はじめ大会実行委員会の皆様には、２回の延期から大変

なご苦労の末に無事大会を開催され、改めましてお礼申

し上げます。バザー会場は参加者が受付を終えたすぐの

場所、広いスペースでした。大会は１０月１５日から始

まりますが、私たちの準備は前日の１４日金曜日から。

大分駅近くのホテルを、役員会として予約しました。こ

のホテルにはスパがあり、全国旅行支援の好タイミング

で少し安くなりました。 

１４日１２時台に高田監事が来場。耳マーク部さんも

同時期に到着して準備を進めています。１４時に集合し

た役員は松本会議以来の再会を喜びました。 

全国からの荷物は、１３時から１６時指定のところ、

１５時半を過ぎても２通しか届きません。こんなことは

初めて？口数が少なくなってきます。荷物が身長を超え

る高さでまとまって届いた時には、歓声を上げました。値札のないお品物には

値段を付けたりし、準備を終え、ゆっくりホテルで夕食を頂きました。 

  

１５日、バザー開始。全国から心のこもった、工夫を凝らした手作りの品物、

ご自宅に眠っていた品物がそろい、きれい

に並べられました。当日ご持参いただいた

方もいらっしゃり、再会して話に花が咲き

ました。 

式典には、加藤部長が参列。永末相談役が

大会表彰を受けました。女性部役員歴任者

は、直近で伊藤雅子元副部長（川崎

市）が東京大会にて表彰されてい

ます。 

永末相談役が新谷理事長から表

彰状をお受け取りになるご様子は

ＹｏｕＴｕｂｅにも流れ、１００

人超の視聴がありました。役員一
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同、永末相談役が８年間部長として全国を回り活動された頃を振り返り、表彰

を喜びました。欠席した役員もいて、全員での記念撮影は叶いませんでした。 

１６日、バザー２日目。この日は分科会のため、第一分科会に参加する人が

主に訪れたように感じます。出展会場から聴導犬というかわいいお客様来訪。

タッチＯＫということなので、なでて心和むひとときでした。後片付けを済ま

せ、来年の秋田大会も楽しくできたらいいね、と解散しました。 

 

３日間を通じて、誰もがマスクをつけていること、

名札がなかったことからお顔とお名前がわからない、

言葉が聞き取りにくいなどの不便は感じました。透明

マスクやフェイスシールドの活用も、会場でしかでき

ないものです。一方で、再会の喜び、はじめてお目に

かかる方との会話などを通じて、やっぱり会って話す

のは素晴らしいことだと再確認しました。 

 

来年１１月末に予定される秋田大会では、当部はど

のような形でかかわるか、この原稿執筆時点ではまだ

不明です。しかし、秋田に住む皆さん、全国から訪れ

る皆さんとの再会を楽しみにしています。 
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１．令和５年度役員会・県部長会

議・総会のお知らせ（予定） 

   

 令和５年度は、東京都での開催を予定。 

東京女性部の皆様には大変お世話になります。 

 

日 程：令和５年７月２日（日）会議日程は一日となります。 

午前１０時～役員会  午後  県部長会議、総会 

場 所：予定する施設の予約開始日以降、確定しましたらお知らせします 

 

前泊、会議終了後の宿泊が必要な方には、全難聴女性部よりご案内します。 

窓口も出席できますので、万事お繰り合わせの上ご参加ください。 

  

２．令和５年度新役員及び監事の募集について 

現役員の任期満了のため、①新役員②監事を募集します。 

難聴女性の交流と福祉向上のために、貴女のお力をお貸しください。 

②監事については、全難聴加盟協会の女性会員から募集します。 

 

３．全難聴加盟協会の女性部創設、復活について 

女性部のない協会の皆様、ぜひ女性部に加盟してください。 

一緒に、楽しく活動しませんか？ 

令和３年度の県部長会議で、下記２点を確認しています。 

①女性部担当者が、地域の協会の一般会員でも部として認めること 

②他の専門部と統合していても、行事が出来れば女性部として認めること 

詳細は、事務局までご連絡ください。 

 

～問い合わせ先～  

ご意見、ご要望がありましたら、下記までお知らせください。 

事務局長：佐藤 緑   F A X：０３－３８８９－１０３１ 

Ｅメール：tori72520@gmail.com 

 

～編集後記～  

新年の「だより」は、例年より遅くなり申し訳ありません。役員会メンバー

は減少していますが、一人一人は加盟協会や地域社会、家庭で益々多くの業務

を担っています。女性会員の皆様には、お力を貸してくださいますよう、何と

ぞよろしくお願い申し上げます。 

立春といえど寒波、豪雪の影響厳しい日々。読者の皆様におかれましては、

日々の安全と健康をお祈り申し上げます。（事務局長 佐藤緑） 

事務局だより 

 

 

mailto:tori72520@gmail.com

