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『言葉の海』
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NPO 法人
言語障害者の社会参加を支援する会
「しゃべろーよ」事務局
田中加代子
勇気と希望が詰まった
日本失語症協議会全国大会
「第 7 回全国失語症友の会近畿大会」が
全国大会との出会いでした。
準備会が大阪の協和会病院の会議室で開か
れ、発症後４年目の夫は発言することは難
しく理解できない議題も沢山ありましたが、
２年間にわたり参加することができました。
いよいよ準備会も終盤に入り記録係を決め
るという議題に自ら「ビデオ・・・
（を撮り
たい）」と発言。記録係を自分から勝手出た
のです。大ホールに三脚を据えてビデオカ
メラを回し続けました。次年度の広島大会
には機材を持って、近畿大会の役員さんと
一緒に出掛け、ビデオ撮影を終えて、ビー
ルもいただいたと笑顔で帰ってきました。
夫の失語症に変化は起こりませんでしたが、
仲間との出会いで「三年寝太郎」からやっ
と起きるきっかけを見つけたように思いま
した。
全国大会には「元気・・？」
「言葉が話せ
るようになったね・・」等、一年間を一瞬
にして共有し合う感動があります。次の大
会に参加しょうと心が動き、目標に向けて
準備を重ね、体調管理に努め、やっとの想
いで果たせる再会に醍醐味があります。
徳島大会で踊った阿波踊り、沖縄大会で
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食べたマンゴの味、新潟大会では資金作り
の絵はがき販売、浜松大会では意思疎通支
援者（会話パートナー）養成の分科会があ
りました。様々な大会から、失語症に対す
る社会の現状を知ることが出来きます。最
近は、日本失語症協議会が近しいものの存
在に思えます。全国大会は一人ひとりの勇
気と希望が詰まった大会です。１０月９日
（日）には「港神戸の街」で開催されます。
多くの皆様にご参集いただきますよう願っ
てやみません。
【八島語録】

障害者差別解消法をご存知でしょうか 失語症の
方々が役所や病院などの公共機関に用事で行ったと
き、不便で、不自由なことがなかったでしょうか？
差別を受けた経験はないでしょうか？
今秋に失語症の方が受けた差別の調査をしたいと
思います。ご協力お願いいたします。
（例）
・身障手帳の等級が適切でない
・いろいろな場所で分かりやすい案内表示、絵表示、
色識別、音声ガイド、場合によっては担当者が丁
寧に説明することがなかった。
・役所の窓口等で一人で手続きができなかった。
・会や会議に要点筆記・意思疎通支援者がなかった。
・医師の診断時、説明などが良く理解できなかった。
・学校が失語症児を受け入れなかった。
・交通機関でのアナウンスが理解できなかった。
・銀行で自分の財産を移動することができなかった。
・福祉施設等で適切な扱いをしてもらえなかった。
・投票所に文鎮がなかった。用意があってもどこに
あるかわからなかった。
・警察・裁判等で失語症者の意見が認められなかっ
た。
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等々、その他いろいろな困難に関しての調査のご
協力をお願いいたします。
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平成 28 年度 29 年度の顧問をお願いした先生からのコメント
山本晴子先生（国立循環器病研究センター臨床試験推進センター長 ・脳卒中協会副
事務局長）
脳卒中協会副事務局長の山本晴子です。ご縁があって日本失語症協議会の顧問を務め
ることになりました。本業は、大阪にある国立循環器病研究センターの脳卒中内科医
で、最近は主に治験や臨床試験の管理や支援をする役目についています。脳卒中の後
遺症として様々な失語症の患者さんを見てきた経験を生かして本協議会のお役に立て
れば幸いです。
・・・・・・・・・・

アドバイザー 後藤博さんからのメッセージ
「障害があっても、自分らしく」
たとえ、障害を抱えても「自分らしく生きる」ことが目指せる社会を願っています。
希望をもって頑張れる社会の実現に向けて、皆さんの一人ひとりの意見、アイデア、
思い、気持ちが、とても重要だと考えます。私たちも社会の構成員です。いろいろな
意見があって、いいと思います。いつでも、どこでも、だれとでも…お互いを尊重し
て共に前に歩み続ける当会の発展にお役に立てるよう、頑張ってまいります。そうぞ、
よろしくお願いいたします。私自身も、障害を抱える者の一人です。
以上
28 年度、29 年度、以上 5 名の顧問の先生をお願いいたしました。

6 月 20 日の｢岐阜新聞｣
に掲載されました
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の紹介、ゆっくり話そう、

友の会だより

＊神奈川県失語症友の会連絡協議会
5 月 28 日定期総会

＊北海道失語症友の会「北の会」

＊神奈川県・相模原失語症友の会

6 月 11 日総会：挨拶、ボランティア紹介、役

6 月 18 日中央の会：歌、自己紹介、ゲーム

員、｢北の会｣「さわやか友の会」例会報告

6 月 7 日南の会：歌、口の体操、自己紹介、

例会言葉の教室スケジュール次回：8 月 20 日

ゲーム、音楽療法

＊新潟県・新潟友の会

7 月 5 日：南の会：歌、身体の体操、自己紹

例会：6 月 7 月全木曜日

介近況報告、七夕短冊作り、音楽療法、歌

6 月 18 日［カラオケに行こう！！］

7 月 16 日中央の会：歌、自己紹介近況報告、

＊福島県・会津失語症友の会

ゲーム、歌

2 月 27 日第 8 回福島県失語症者のつどい in

＊神奈川県・藤沢言語友の会

福島：会員 5 名 ST9 名参加

6 月 18 日定例会：自己紹介、近況報告、楽し

5 月 10 日総会：挨拶、役員選出、熊本・大分

い音楽会、書き取り、言語訓練ゲーム、連絡

へのメッセージカード作り・募金

事項

＊福井失語症友の会

＊神奈川県・大和言語さくらの会

5 月 28 日福井本部例会：開会、連絡事項、研

5 月 21 日定例会：ラジオ体操、お口の体操、

修旅行について、熊本大分友の会の支援金に

会長挨拶、連絡、誕生日の方、反対語の練習

ついて、発声発語練習、近況報告、

練習問題、歌

6 月 19 日日帰り旅行：松島水族館他

6 月 4 日定例会：音楽療法、ST、連絡

5 月 21 日嶺南支部例会：近況報告、予定

6 月 18 日定例会：音楽療法、会長挨拶、話し

5 月 15 日丹南支部例会：近況報告

合い

＊山梨県・東山地区失語症友の会

＊埼玉県・春日部失語症友の会

5 月 29 日例会：歌、リラックス体操、近況報

6 月 11 日例会：発声練習、近況報告、ゲーム

告、カード当てゲーム、歌「ことばをこえて」

｢折り紙｣、歌

6 月 26 日例会：歌、リラックス体操、近況報

7 月 9 日例会：発声練習、近況報告

告、3 択クイズ、歌｢ことばをこえて」

＊埼玉県・さやま茶の花会

＊千葉県・茂原地区言語障害者友の会

5 月 19 日例会：歌、
「若き日の思い出」、ST 宮

「ひばりの会」

田先生から一言

4 月 22 日定例会：会長挨拶、見学者紹介、K

6 月 16 日例会：歌、｢タイムスリップすると

さんのこと、発声練習、掛け声、茂原ハーモ

すればいつの時代？｣

ニカクラブ演奏、千葉県失語症者のつどいで

＊埼玉県・大宮失語症友の会

のひばりの会紹介スライド、総会、ゲーム

例会：近況報告、8 月は例会休み、9 月にぶど

＊千葉県・市川げんき会

う狩りを予定

5 月 21 日創立 20 周年の集い：年間行事紹介、

東京都・品川失語症友の会

会計報告、関係者のご挨拶、写真コンテスト

5 月 28 日例会：体操、「僕と私の朝ごはん」、

表彰式、言語訓練ロボットペッパー君の紹介、

買い物クイズこれいくら？

6 月 27 日例会：開会のことば、新しく来た人

オフィス結の方が見えてボランティア
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6 月 25 日例会：体操、｢今まで食べた中で一

4 月例会：「1 年間、ゆるりかいでやりたいこ

番おいしかったもの｣、人間観察ゲーム

と」

＊東京都・江東すずめの会

6 月 14 日～20 日ゆめひろば展

5 月 18 日東京支部親睦交流会：タワーホール

失語症などの障がいを持った患者たちの作品

船堀

展

5 月 24 日バスハイク：川村記念美術館・千葉
市動物公園

＊奈良県・桜の会

参加者 22 名

5 月 28 日出前トーク：自己紹介、フリートー

＊東京都・目黒失語症友の会椎の木会

ク

5 月 28 日定例会：活動報告、予定、｢ゴール

桜の会合唱団㋅11 日開催（ST 学会にて）

デンウィークの話｣

＊大阪府・ふれあいの会

30 年間お世話になった故山本保健師さんを偲

5 月 21 日 5 月例会

んで行ないました。

5 月 26 日大阪ふれあい合唱団

6 月 25 日定例会：活動報告、予定

7 月 16 日第 13 回失語症講演会＆体験談交流

5 月 18 日東京支部親睦交流会
＊東京都・新宿失語症友の会
6 月 4 日定例会：事務局たより、グループ訓
練、歌唱指導、写真撮影
5 月 7 日学習会：書道・硬筆(脳トレ)、グル
ープ訓練、
5 月 21 日学習会：書道・硬筆(脳トレ)、グル
ープ訓練、
6 月 8 日学習会：郊外学習 井の頭恩賜公園
＊東京都・杉並失語症友の会

会予定
＊和歌山紀の国会
5 月 21 日さつき見会：和歌山城
＊熊本県・たくま会

6 月 11 日定例会：近況報告、リハビリ体操、
＊東京都・北多摩若竹
5 月 7 日日本ケアリングコミニュティ学会多
摩大会で失語症者詩群読
5 月 18 日東京支部交流会
5 月 21 日総会
＊東京都・北多摩あすなろ
5 月 8 日例会：会長挨拶、近況報告
6 月 12 日例会：会長挨拶、近況報告
6 月 17 日定例会・総会：昼食、開会、体操の前

＊兵庫県・いなば会

に一言、リラックス体操、たくま会の歌、高

昨年 9 月 27 日運動会

島さんより一言、平成 28 年度総会、茶話会、

昨年 11 月 14 日ひょうご失語症者交流会

歌（言葉に活きる）、閉会。

昨年 12 月 12 日忘年会

＊沖縄県・ゆんたく会
6 月 26 日日帰りバスツアー研修会

＊京都府・ゆるり会
3 月 22 日京都府失語症者家族交流会
4
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■【事務所夏休み】
平成 28 年 8 月 10 日から 8 月 20 日まで、夏
休みといたします。御了承ください。

事務局だより
■杉並区長寿応援ファンド助成金事業
「ご存知ですか失語症パートⅡ」学習会開催
各回 20 名から 30 名参加受付
要点筆記（相馬肖美 ST,木村茂 ST）
－日程のご紹介－
第１回７月 10 日(日)
慈恵会第３病院医師渡邉修 DR
「失語症の原因と理解」
第２回８月 28 日(日)
中野共立病院言語聴覚士津村恒平氏
「失語症の方との意思疎通支援の方法を学ぶ」
第３回９月 18 日(日)
府中療育センター山本弘子氏
「失語症の方とご家族、ST とのトークセッ
ション」
青森県のご夫妻と、東京の若い失語症の会
の方と言語聴覚士とのトークセッション
第４回 10 月２日(日)
大久野病院社会福祉士伊藤正一氏
「失語症者の社会・福祉資源について」

くまもと♡おおいた
会津・失語症友の会の皆さまが
熊本・大分の友の会の方あてに
激励の寄せ書きを送ってくだ
さいました。
後日、熊本「たくま会」大分
「なし会」へ直接行ってお渡し
致します。
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＜申し込み受付期間＞

８月２９日（月）以降随時

振込期限

９月２１日（金）

郵送書類の内容をご確認の上、期日までに代金の
お振込みをお願い致します。
入金確認の時点で、契約成立となります。

発送予定

本要綱到着後、７月初旬～８月２７日（土）まで
電話による申込みや変更･取消はトラブルの
原因になるため、手続きはすべてメール・郵送での
受付とさせていただきます。尚ご記入は正確
にお願いします。
参加券・宿泊券等と併せて請求書を参加者様の施設
宛てに直接郵送いたします。

※お願い

郵送：530-0027 大阪市北区堂山町3-3 日本生命梅田ビル10階

メール：erika.inoue@mwt.co.jp

参加申込みは、メール・郵送にて名鉄観光サービス㈱梅田支店へ

第３１回全国大会参加・宿泊希望等を当資料に添付しております「申込書」によりメール・郵送にてお申込みください。
尚、参加申込み締切り後に、「参加券」「宿泊券」「懇親会券」「弁当券」等の書類を発送させていただきます。
また、申込み後の変更や取り消しについては、当支店へメール・郵送にてご連絡を頂きますようにお願い致します。

１．お申込みについて

皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
この度 『第３１回 日本失語症協議会全国大会 インひょうご』(以下「第３１回全国大会」という） が、
来る１０月９日(日）に兵庫県で開催されますことを心よりお喜び申し上げます。
開催にあたり、ご参加いただく皆様方の協議会の参加受付及び宿泊等のお世話を弊社にご用命賜り厚く御礼
申し上げます。
第３１回全国大会のご成功をお祈りすることはもとより、社員一同万全の準備をいたし、皆様に心からご満足頂けます
ように事務局様のご指導のもと関係各方面とも協力して一生懸命お世話をさせて頂く所存です。
皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げております。
謹白
名鉄観光サービス㈱ 梅田支店
支店長 ： 中沢 和雄

謹啓

～～～～～ ご 挨 拶 ～～～～～

第３１回 日本失語症協議会 全国大会
イン ひょうご
＜大会参加・懇親会・宿泊申込みについて＞

地下鉄３駅

地下鉄１駅

徒歩１０分

徒歩８分

徒歩すぐ

会場からの距離

B

B

B

A

Ｓ

ホテルグレード

※上記代金は、お一人様１泊朝食付き・税金サービス料込の料金となります。
※上記日程以外については、別途ご相談ください。
※宿泊については、部屋数・部屋タイプに限りがあるため先着順でご案内させて
頂きますので予めご了承ください。
※別紙 ホテル情報もご参考くださいませ。

神戸市中央区中町通2-3-1/ ℡：０７８－３４１－８１１１

チサンホテル神戸（大倉山駅）

神戸市中央区雲井通6-1-5/ ℡：０７８－２９１－０１０９

神戸三宮 東急ＲＥＩホテル

神戸市中央区加納町2-5-16/ ℡：０７８－２２２－１２２１

グリーンヒルホテルアーバン

神戸市中央区加納町2-8-3/ ℡：０７８－２２２－０９０９

グリーンヒルホテル神戸

神戸市中央区北野町１丁目/ ℡：０７８－２９１－１１２１

１０月８日（土）、１０月９日（日）
ホテル名
住所/電話番号
ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸

部屋タイプ

E-1(シングル）

Ｄ-2(ツイン）

Ｄ-1(シングル）

C-1(シングル）

B-1(シングル）

Ａ-2(ツイン）

●第31回全国大会前後の日程で観光が必要な方は名鉄観光サービス㈱ 井上までお問合せください。
（お問合せ先）℡：06-6311-6621 E-mail:erika.inoue@mwt.co.jp

４．観光プランのご案内

●お申込み後の変更と取消については、必ずＦＡＸでご連絡ください。
●第３１回全国大会参加の取消は、８月２７日（土）以降は参加費を返金致しませんので予めご了承ください。
●宿泊・懇親会・弁当の取消については、取消日により下記の取消料が発生します。
●取消後のご返金は、取消料及び所定の振込手数料を差引のうえ送金致します。尚、第３１回全国大会当日、会場にて
ご返金の申し出がありましても現金での返金は致しかねますのでご了承ください。
●取消の基準日は、当社の営業日・営業時間内（月～金／９：００～１８：００）のＦＡＸ通信を有効と致します。

３．変更・取消について

※神戸のホテルは現在、訪日外国人等の影響で確保しにくい状況にございます。
ご希望に添えない場合もございますので早めにお申し込み下さい。

¥9,000

¥14,000
¥13,000

¥11,000

¥11,000

¥38,000
¥19,000

料金（税込）
A-1（シングル）

●締切日 ：平成２８年８月２７日（土）までに別紙「申込書」にご記入の上、お申し込み下さい。

E

D

C

B

A

Ｎｏ

●ご宿泊 ・・・・・・

宿泊について

●１０月９日（日）のご昼食として、お弁当を別途ご用意します。
◆お弁当（お茶付き） ・・・・・ １食 １,０００ 円（税込）

弁当について

●懇親会 ・・・・・・ １０月９日（日） １７：３０～２０：００
参加費 ⇒ お一人様 ５,０００ 円
会 場 ⇒ ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸

懇親会について

●参加費 ： お一人様 １，５００ 円 （資料代等を含む） ※振込先は後日送付の請求書に記載
●登録費 ： お一人様 ５００ 円
（注） お申込み後、８月２７日（土）以降の参加取消や第３１回全国大会当日の欠席の場合、参加費は
返金致しません。ただし、参加券を事務局へ送付いただいた方へは協議会資料を後日
送付させていただきます。大会登録費につきましては返金いたしかねます。

２．参加諸経費について
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弁当

３日前まで
無料

２日前以降
全額

お申込み後、お客様の都合によりお取消になる場合は、次の取消料が発生致します。
２０日前～８日前
７日前～２日前
前日
当日
無連絡
20%
30%
40%
宿泊代
50%
100%
20%
30%
40%
懇親会費
50%
100%
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※ご旅行条件書は、「個人情報保護方針・個人情報保護の対応について」をご参照ください。
＜参加・宿泊等申込み先＞
旅行企画・実施 名鉄観光サービス株式会社 梅田支店
観光庁長官登録旅行業第５５号
〒５３４－００１６ 大阪府大阪市北区堂山町３－３ 日本生命梅田ビル１０階
ＴＥＬ ： ０６－６３１１－６６２１ ＦＡＸ ： ０６－６３１１－６６５７
【営業時間 月～金曜日／９：００～１８：００、土日祝日休業】 担当者：籾井（もみい）・井上
【ホテル情報】
会場からの距離
ホテル名
Ｎｏ
段差・幅等は標準客室の情報です
住所/電話番号
・地下鉄新神戸駅より直結
・懇親会会場まで徒歩０分
・客室ドア幅
85cm
・客室内バスルームドア幅
60cm(引き戸)
A
ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸
・客室内バスルームとの段差
1cm
・車椅子貸し出し
６台
・館内車椅子用トイレ
３箇所
・駐車場（１泊） 乗用車：1台 1,500円
・地下鉄新神戸駅より徒歩７分
・懇親会会場まで徒歩７分
・客室ドア幅
79cm
・客室内バスルームドア幅
55cm(引き戸）
Ｂ
グリーンヒルホテル神戸
・客室内バスルームとの段差
17cm
・車椅子貸し出し
１台
・館内車椅子用トイレ
１箇所
・駐車場（１泊） 乗用車：1台
1,500円

名鉄観光ホームページ http//www.mwt.co.jp
→ご利用案内（トップページ最下部）→運営･約款・条件書等について→ご旅行条件書

◆個人情報の取り扱いについて
名鉄観光サービス㈱は、旅行申込の際にご提出いただきました個人情報については、お客様との
連絡のためや輸送･宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させて
いただくほか、必要な範囲内で当該機関等に提供いたします。
※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、ホームページでご確認ください。

◆取消料

※ご旅行条件書は、「国内・募集型企画旅行の部」をご参照ください。

名鉄観光ホームページ http//www.mwt.co.jp
→ご利用案内（トップページ最下部）→運営･約款・条件書等について→ご旅行条件書

◆募集型企画旅行契約
この旅行（宿泊・懇親会）は名鉄観光サービス㈱が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加
されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
※旅行契約の内容･条件については第３１回全国大会参加券類送付の際に旅行条件書を同封いたしますので
ご確認いただきますようお願い申し上げます。
※契約の内容・条件については、お申込み前に当社のホームページでもご確認いただけます。

ご 旅 行 条 件 に つ い て

チサンホテル神戸

神戸三宮 東急ＲＥＩホテル

グリーンヒルホテルアーバン

ホテル名
住所/電話番号

Ｅ チサンホテル神戸

Ｂ グリーンヒルホテル神戸

ホテル・会場アクセスマップ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｎｏ

【ホテル情報】
会場からの距離

70cm
48cm(引き戸）
23cm
2台
１箇所
2,000円

73cm
50cm（引き戸）
18ｃｍ
2台
１箇所
1,500円

76cm
57cm（押しドア）
14cm
１台
なし

Ｄ 神戸三宮東急ＲＥＩホテル

Ｃ グリーンヒルホテルアーバン

Ａ ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸

・地下鉄新神戸駅より徒歩９分
・懇親会会場まで徒歩９分
・客室ドア幅
・客室内バスルームドア幅
・客室内バスルームとの段差
・車椅子貸し出し
・館内車椅子用トイレ
・駐車場なし
・ＪＲ三ノ宮駅より徒歩3分
・懇親会会場まで地下鉄１駅
・客室ドア幅
・客室内バスルームドア幅
・客室内バスルームとの段差
・車椅子貸し出し
・館内車椅子用トイレ
・駐車場（１泊） 乗用車：1台
・地下鉄大倉山駅より徒歩８分
・懇親会会場まで 地下鉄３駅
・客室ドア幅
・客室内バスルームドア幅
・客室内バスルームとの段差
・車椅子貸し出し
・館内車椅子用トイレ
・駐車場（１泊） 乗用車：1台

段差・幅等は標準客室の情報です
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皆様のご厚情に心から感謝申し上げます
平成２８年 2 月から 6 月に御寄付を頂戴した方の名簿を記載させていただきます。

一般寄付者名簿(順不同・敬称略)事務所の諸経費につかわせていただきます。
あきる野市「こーゆう」

愛知県大会実行委員会

志村哲

森本ｾﾂ子

山本弘子

板倉登志子

松永伊平

長谷川幹

大石富美子

山口滋

斉藤敏文

宝珠山哲也

吉田玲子

石崎さとみ

坂爪久美子

木内郁男

石川隆子

山崎文雄

星野洋子

両角明子

長谷川純

青木陽一郎

益尾貞子

渡辺 鋼

田仲真未

鈴木朋子

鈴木 和子

長坂祐司

玉川隆雄

相馬肖美

足立博子

葵の会

上原英雄

相馬肖美

竹井一郎

仲俣正寛

阪上吉久

水谷壽孝

川岸惠

失語症の訓練教材ー140 の教材と活用法第 2 版の著者一同

ゆうちょ寄付者お名前です。
（主に毎月の事務所家賃の支払い資金にさせていただいております。）
（順不同・敬称略）お名前記載のない場合は事務所まで御連絡をお願いたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青柳律子 赤嶺愛子 足立博子 阿部晃 五十嵐景子 生島文子 伊崎祥造 石井太一
石川守 市川正美 伊藤世紀 伊藤聖子 伊藤怜子 岩嵜克己 岩島満夫 岩田弘明
岩屋雄二 出澤登美子 内山幸子 梅津今日子 海老沢敬 小川弥生 大城貴代子
大塚善一 大前美由紀 大屋スミ子 大西康史 大西知子 大類和之 小野芳夫
小原純一 片岡博道 川口安弘 川崎靖 神田知佳 神田裕 木村高子 黒木邦俊
児島その 後藤悦子 小柳信善 斎藤敏文 坂田雄治 佐々木正尚 佐々木正博
笹子正巳 佐藤やす江 笹沼澄子 佐藤聡子 佐藤誠一 篠崎蕗子 柴田すが子 志摩進
清水江美子 志村孝子 志村哲 城野明子 杉尾恭子 鈴木弘二 須田悦子 関原敏子
園田暎良 園田尚美 高倉幸次郎 高倉正子 高橋英子 竹田和代 武村敦士 田中加代
子 田中達男 田中英明 田中昌明 田中真寿美 谷口博明 田村和之 手塚京子
戸村純子 中村光 中川智之 長屋洋子 南部恒夫 沼崎知江子 野上直樹 萩原博美
橋本一夫 橋本秀久 橋本ゆき 橋本幸枝 濱本王枝 早川晴美 林一郎 林静子
林百合子 原宏一 原泰子 比嘉なな子 平澤哲哉 古山久子 星野トヨコ 北海道失語
症友の会 堀田憲次 堀間力夫 増尾禎子 益尾正典 松田正久 松本祐治 丸井美恵子
間々田佳代子 美濃謙二
子 森永京子 森田恵子
横森美知子 横山眞太郎
（合計 132 名）

宮越くに 村野浩 水上千鶴 水上盛一 村松理恵子 目黒周
森山満敏 八島三男 山本剛正 山本弘子 横田清 横田聖子
吉岡昭 吉田玲子 吉村正夫 綿森淑子 渡瀬とし子
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皆様のご厚情に心から感謝申し上げます
熊本・大分失語症友の会大震災支援金名簿（５０音順）
相澤悟 愛知県みかん山友の会 愛知県・失語症友の会「こだまの会」 愛知県・ホトトギスの会 愛知県・わ
だちの会 明欣彦 荒川弘 生島文子 伊埼祥蔵 石川隆子 石川県やわたメディカルセンター言語療法室
茨城県ひたち中央失語症友の会さくらだこ 茨城県水戸医療センター言語室葵の会・吉田真由美 岩手県気
仙失語症友の会はまりゃすぺ・西條和巳 岩手県言葉のかけ橋・佐藤誠一 上野康彦 浦山猛男 海野有子
NPO 法人和音 海老誠一 海老沢敬 大石冨美子 大阪府堺失語症友の会「もず」 大阪府失語症友の会
｢若竹」の会 大西直美 大西康史・知子 大山康司 岡田理砂子 沖縄県失語症友の会 越知毅 神奈川県
言喜の会 神奈川県相模原失語症友の会 神奈川県大和言語さくらの会宮川里乃 ㈱エスコアール 株式会
社シマダ製作所 亀澤大介 鴨田孝司 川口安弘 川崎妙子菊池真理 木村高子 京都失語症友の会 黒木
邦俊 後藤博 後藤幸彦 小西弘 金剛洋一 埼玉県さやま茶の花会 埼玉県春日部失語症友の会 斉藤敏
文 阪上吉久 佐藤睦子 佐藤幸夫 島根県・あしたの会 島根県だんだんトークの会・田中喜子 志村哲
園田尚美 髙倉正子 竹田和代 種村純 千葉県東葛失語症友の会 千葉県「ひばりの会」 東京都江戸川
区失語症友の会「けやきの会」 東京都北多摩失語症友の会「若竹」 東京都品川失語症友の会 東京都渋
谷失語症友の会 東京都新宿失語症友の会 東京都杉並失語症友の会 東京都世田谷失語症友の会花み
ずきの会 東京都立川失語症さくら会 東京都豊島失語症友の会 東京都目黒区失語症友の会 匿名 友井
規幸 豊村昌成 仲秋雅子 長井宏 長坂祐司 仲俣正寛 仲村利恵 那須直美 新潟県失語症・新潟友の
会 新潟県上越失語症友の会桜蓮の会 新潟県中越失語症友の会・あゆみ会 西奥眞次郎 沼崎卓二 橋
本一夫 長谷川啓子 長谷川純 林美智子 林一郎 原宏一 比嘉なな子 東川悦子 兵庫県ＮＰＯ法人言語
障害者の社会参加を支援する会しゃべろーよ 兵庫県いなば会 兵庫県むつみ会 広島県・言語友の会やま
びこ 福憲一 福井県失語症友の会 福岡豊 福岡県筑紫野市失語症友の会若鷹 福島県・会津失語症友
の会 福島県・いわき失語症友の会｢コスモス」 福島県・いわき失語症友の会｢コスモス」役員会 福島県こお
りやま失語症友の会 福田幸子 藤原みどり 星野洋子 北海道失語症友の会北の会 益尾禎子 三浦利昭
三重県失語症友の会｢絆」 三重県よっかいち失語症友の会 水嵜妥昻 森本セツ子 両角明子 安田弘 山
口県錦会（岩国失語症友の会）山崎理恵子 山崎文雄 横井美代子 横山潔 吉村正夫 若い失語症者の集
い（東京版）平林武史 和田正義 綿森淑子

振込取扱票
通信欄 コメント
心ばかりで恐縮です。一日も早い復興を願っております。
普段の日常生活が戻るまで、日本中のみな皆様が寄り添います。仲間ですから！！
会員・家族・ボランティア有志の気持
少ないですが、支援の気持ち送らせて頂きます
小額ですいません！
大変でしょうが、頑張って下さい
寄付で応援させて下さい。
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1p：巻頭言・八島語録
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3p：:友の会だより
4p：友の会だより・
5p：事務局だより・熊本大分激励の寄せ書き
6p：全国大会 in ひょうご参加案内
7p：全国大会 in ひょうご参加案内
8p：でかけ隊講演会案内・広告：㈱シマダ製作所
9p： 脳トレ
10p：言語聴覚士のよもやま話
11p：広告：NPO 法人ゆずりは
12p：寄付者名簿・
13p：熊本大分震災支援金名簿
14p：目次・編集後記・広告：㈱エスコアール
【挟み込み】
第 31 回全国大会インひょうご申込書
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【編集後記】
☆今回から編集を担当することに
なりました進藤です。普段は、自転
車でうろうろしていますが月曜日
に事務局まで電車通勤をしていま
す。都心を抜ける初めての電車通勤
です。
☆事務局は、想像していたより狭く
園田さんがくるくると忙しく動い
ているのが印象的です。
☆各地の友の会だよりを読むこと
ができ自分の生活の力となってい
ます。夫も失語症 5 年目を迎えまし
た。つかず離れずで過ごしたいで
す。
☆南の北も暑い夏になると思いま
す。皆様、どうかご自愛くださいま
せ。

