
エイド Vol.4みみより通信

特集 ここまで小さくなりました！

お客様紹介コーナー「私の趣味」
補聴器Q&A、みみより情報、スタッフコラム
4コマ漫画「教えて!エイドマン」
社長のクッキングコーナー「MACO’Sキッチン」
クロスワードパズル

外から見えない補聴器
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ニイガタ 株式会社

愛されて30年
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　　「午後のイタリア散歩」　　撮影／吉田麻美 (新潟本店)

http://www.niigata-aid.co.jp0120-74-4133
 

ニイガタ 株式会社

新潟市中央区弁天2丁目3番11号フジパークハイツ1Ｆ
■営業時間／平日9：00～17：30
　　　　 　　土曜9：00～16：00 
■定 休 日／日曜・祝日

Ｔel.025-244-8803

ニイガタエイド 検索

一般社団法人日本補聴器販売店協会加盟店　自立支援法補聴器取扱店

新潟本 店

新潟市南区白根3069
■営業時間／平日9：00～17：00
　　　　 　　土曜9：00～16：00 
■定 休 日／日曜・祝日

Ｔel.025-371-1333
白根店

佐渡市窪田992
■営業時間／平日9：00～17：00
              　土曜9：00～15：00 
■定 休 日／木曜・日曜・祝日

Ｔel.0259-52-4715
佐渡 店

認定補聴器専門店

【ヨコのかぎ】
 １． 「スタッフコラム」で紹介されているのは
　　○○○○地蔵
 ５． 絵と文章で綴る日記のこと
 ７． 「おから」の事を「卯の○○」とも言う
 ９． 「MACO’sキッチン」の調理ポイント、
　   「おからを焦がさないようによく○○○○。」
10．「私の趣味」で紹介しているお客様の趣味の一つ
11．「私の趣味」で紹介しているお客様のもう一つの趣味、
      ○手紙

【タテのかぎ】
 １． 日本一高い山、○○山
 ２． 特集「外から○○○○補聴器」
 ３． CICより小さい補聴器、
     「IIC」または「○○CIC」
 ４． 新潟の冬と言えば○○。○○だるま、○○合戦
 ６． 漫才。ボケと○○○○
 ８． 「エイドマン」で紹介されているのは
　  「紛失○○○用アクセサリー」
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●おからを焦がさないようによく炒ること。
●味付けやしっとり感などはお好みに合わせて調整して下さい。
●肉の代わりにイカを使ったり、干シイタケやきくらげ、銀杏なども
　使います。冷蔵庫の中を見て様々な具材で試してみて下さい。

【材料】（4人前） 
おから・・・300g
豚のこま切れ・・・100g
（更に細かく切っておく）
人参・・・50g（イチョウ切り）
蓮根・・・50g
竹の子・・・50g
油揚げ・・・1枚
こんにゃく・・・50g
ごぼう・・・50g（荒いささがき）
なると・・・50g
長ねぎ・・・30g
（緑の部分が入った方が良い）

だし汁・・・1.5カップ
醤油・・・大さじ3
酒・・・大さじ1
みりん・・・大さじ1
塩コショウ・・・適量

サラダ油・・・大さじ4
ごま油・・・大さじ１

MACO’S
キッチン

佐藤誠社長  クッキングコーナー 今回は、経済的で栄養満点な「おから」をご紹介します。
呼び方は「おから」が一般的ですが、他にも「卯の花」や
「きらず」と呼ばれることもあります。

「おから
」経済的 ＆ 栄養満点

＜ＰＯＩＮＴ＞＜ＰＯＩＮＴ＞

作

り
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Fax.025-244-8804 Fax.025-371-1335 Fax.0259-52-5857

【プレゼント応募方法】
官製はがきに ①クロスワードの答え  ②ご希望のプレゼ
ント記号  ③氏名  ④郵便番号・住所 ⑤電話番号  
⑥アンケートの答えを明記してお送りください。 
【応募〆切】 2013年1月10日必着
【応 募 先】 〒950-0901 
　　　　　 新潟市中央区弁天2丁目3番11号 
　　　　    ニイガタエイド㈱「みみより通信 編集部」宛

【アンケート】
1．今号で面白かったものをお選びください。（複数可）   
   ⓐ特集外から見えない補聴器　ⓑエイドマン　ⓒQ&A　
　ⓓ私の趣味ⓔスタッフコラム　ⓕみみより情報　ⓖMACO’Sキッチン　
　ⓗクロスワードパズル
2．今後取り上げてほしいテーマなど、「みみより通信」に対するご意見・
　ご要望などありましたらお聞かせください。
※当選者の発表は、プレゼント商品の発送をもってかえさせていただきます。

読者プレゼント抽選で下記商品のいずれかをプレゼントします。
Ａ．エイド「オリジナル
　　　バスタオル」
　……………3名様　

Ｂ．オーティコン
　「ピンクリボンバッジ」
　……………10名様　

　Ｃ．ワイデックス
　「リングノート＆ペン」
　……………10名様　

クロスワード
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2013年は蛇…

平成24年11月発行

◎ヒントは本号中にあります。

新潟市秋葉区新津本町2丁目3番11号
■営業時間／平日9：00～17：30
　　　　 　　土曜9：00～16：00 
■定 休 日／日曜・祝日

Ｔel.0250-21-3341
新津店

長岡市東坂之上町2丁目2番地6
■営業時間／平日9：00～17：30
　　　　 　　土曜9：00～16：00 
■定 休 日／日曜・祝日

Ｔel.0258-34-6007
長 岡 店

Fax.0250-21-3345Fax.0258-31-3423

パ ズ ル

クイズの答え

【前回の答え】「アイス」

① 具材をそれぞれ食べやすい大きさに切っておく。
② よく熱したフライパンにサラダ油大さじ3を入れ、
    おからを焦げないように全体をほぐしながらよく
    炒っておく。
③ よく熱した別の鍋にサラダ油大さじ1を入れ、肉、
    人参、蓮根、竹の子、油揚げ、こんにゃく、ごぼう、
    なるとを入れさっと炒め、 Aのだし汁と調味料を
    入れひと煮立ちさせる。
④ ③の具材をおからのフライパンに入れて一緒に
    炒め、均等に混ざったらネギとごま油を加え、
    混ぜ合わせて出来上がり。

A



み みより情報

　今回ご紹介するのは、ニイガタエイド長岡店のお客様、岡村克子様です。 
岡村様は、書道と絵手紙を趣味とされ、テレビに出演された事もあるそうです。
趣味について色々とお話を頂きました。

書道を始めたきっかけは何ですか？
長男が通っていた小学校の校長先生が、

書が堪能な方で、部を結成するため会員

を募っていたところに、応募したのがき

っかけでした。

絵手紙を始めたきっかけは何ですか?
書道の師範をもう少しで頂けるという頃

に突発性難聴で入院してしまい、退院後

は行書、楷書、草書、臨書、細字を月に

一度提出しなくてはならない状況になり

ました。そんな時、無理をしないように

と始めた墨絵に少し色気を添えてみたの

が絵手紙の始まりでした。

趣味を始めて変わった事、
発見した事などありますか？
1人でいてもとても楽しい時間を持てる

事を改めて発見しました。また、遠くに

いる友ともキャッチボールの如く絵手紙

を頂いたり送ったり、遠方の方々とも違

った書法の交流ができるようになり、世

界が広くなったように感じます。

どのくらいの頻度で
どのように楽しんでいますか？
週に1度、会長先生の元で、10人くらい

で練習をしています。その後にお茶をし

たり、花見や忘年会をしたりして楽しん

でいます。特に、雲洞庵で、高崎の本部

大先生の大書揮毫を拝見する事が楽しみ

でした。

趣味を通しての印象深い
体験談など教えて下さい。
テレビや新聞などに作品を応募して入賞

し、会に招いて頂いたり、新聞に掲載し

て頂いたり、テレビに出演させて頂いた

り…、一生に残る思い出です。

岡村克子様

お客様紹介コーナー

本当に外から見えない
これまで補聴器は小型化が進み、目
立たないタイプが増えてきましたが、今
回ご紹介するのは「目立たない」では
なく「見えない」補聴器です。

CICよりさらに小さく奥へ
小さな補聴器というと、CICを思い浮
かべる方が多いと思います。2012年
に入り、CICより更に小さく耳の奥に入
るIIC※が日本に登場しました。
※IIC＝Invisible-In-the-Canal
    (ミニCICともいいます)

見えない！ こもらない！
IICの特徴は、外から見えないのはも
ちろんですが、耳の奥に位置するた
め、補聴器特有のこもり感を軽減でき
るというメリットがあります。耳をふさい
だ時に生じるこもり感は、外耳道内の
振動によって引き起こされます。IICの
場合、耳の奥深くに挿入するので、外
耳道の振動を抑える事ができ、結果、
不快なこもり感が軽減されます。

理想の補聴器
外から見えず不快なこもり感がない補
聴器…まさに理想の補聴器と言える
でしょう。見えない補聴器、またはお使
いの補聴器の不快なこもり感にお悩
みの方、まずはお気軽にご相談くださ
い。

Pick Up! IICタイプ
■オーティコン社
「インティガ ミニCIC」

10チャンネルと8チャンネルの2タイプ
をご用意。充実した機能を搭載してい
ます。
適応聴力：軽～中度
片耳価格：350,000/500,000円
　　　　　　　（2012年11月）

■スターキー社
「オトレンズ IIC」

日本市場にいち早く登場。ハウリング
防止機能、騒音制御･語音強調機能
つき。
適応聴力：軽～中度
片耳価格：470,000円
　　　（2012年11月）

こんにちは。新津店の前田保です。
　私が勤務する新津店の近くには福耳地蔵が安置されたお堂があります。
福耳地蔵は新津で最も歴史のある福王寺の所有で、昔から参詣者にはさま
ざまなご利益があるとされ、特に耳の不自由な方にご利益がある地蔵様として
地元では「キンカ地蔵様」という愛称で親しまれているそうです。初めて訪れ
ましたが、残念ながら普段お地蔵様は拝見できないようです。ところで、福耳と
聞くと耳たぶがふっくらとした耳で、幸運や金運を呼ぶ耳というイメージがあり
ませんか。七福神の恵比寿様や大黒天様、布袋様の耳たぶはたいそう立派
ですよね。福耳地蔵が金運を呼ぶお
地蔵様なら私も毎日のようにお参りす
るところですがどうやらそうではないよ
うです。そもそもそんな邪念をもってお
参りしてはいけませんね。耳の不自由
な方にご利益のある福耳地蔵のよう
に、私もお客様の聴こえの改善に少し
でもお役に立てるようこれからもがんば
ります。

ホームページを
リニューアルしました！

製品情報やQ&Aなど、さらに充実した内
容になっています。
新製品情報や相談会日程も随時更新し
ていきますので、是非ご覧ください。

〈URL〉
http://www.niigata-aid.co.jp

キンカ地蔵様

●エイド歴/８年 
●趣味/書道・絵手紙 
●趣味歴/３６年 

補聴器はお役に立っていますか？
師の指導のお声や注意点などが良く聞こ

え、勉強後は友と楽しい語らいができ、

助かっています。

今後の目標などありますか？
神社の奉燈句や文化祭の作品出品など

1年間を通じて精進に勉めたいです。若

い時のように野望を持たず、根をつめない

程度に人生を楽しんでいたいです。

常楽我浄の境地 
常とは永遠であること 
楽とは安楽に満たされていること 
我浄とはいつも清浄なものであること 
生病老死の苦悩、この四苦を生命の一念
の強き転換依って常楽我浄の四徳へと
変えていけると仏法は説く。 

　平成23年1月吉日 　岡村  克子 

◆耳の形によってはおつくりできない場合
　もございますのでご了承ください。

&Q A
エ
イ
ド
マ
ン

答え

使用済みの空気電池は
どうすればよいですか。

ボタン電池回収協力
店（当社も含みます）へ

お持ち頂くか、各協力店に
設置されている回収缶に入れ

て頂ければ、最終的に処理業者
の施設で、水銀、鉄、亜鉛化合
物等として全てリサイクルされま
す。廃棄処分や埋め立ては発生
しません。
回収対象電池：酸
化銀電池（SR）、
空気電池（PR）、
アルカリボタン電
池（LR）のボタン
形電池

教え

て

　　　　　
補聴器の紛失防止用のアクセサリーは色々あるが、今
回は「イヤチェーン」を紹介しよう。シンプルなデザイン
で、紐(紺･茶)と金具(金・銀)がそれぞれ2色から選べる

のがおすすめポイントさ。耳かけ型はもちろん、耳あな型でも、テ
グス（取り出し用のつまみ）部分を加工することで使用できるんだ。
是非使ってみてくれ！

質問

ボタン電池回収缶

❶ ❷

❸ ❹

補聴器

従来のCIC

ⅠⅠC・ミニCIC

ここまで小さくなりました！特集特集
外 から見えない　補聴器

スタッフ  コラム

イヤチェーン
（両耳用・片耳用）
1,050円（税込）

片耳

両耳

紛失防止用アクセサリーの巻

!
お姉ちゃん、
これ、玄関に
落ちてたよ〜。

ちょっと
待った！

見つかって
よかった〜！

ぴょ〜ん

よいお年を♡
これなら落とす
心配がないから
安心。ありがとう
エイドマン。

 補聴器の落下や紛失を防ぐ
には、まず、チューブや耳せんの
サイズがきちんと耳に合っているか
  　確認しよう！
　　それでも心配な場合は
「　　「紛失防止用アクセサリー」
　　　を使ってみよう！
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リニューアルしました！

製品情報やQ&Aなど、さらに充実した内
容になっています。
新製品情報や相談会日程も随時更新し
ていきますので、是非ご覧ください。

〈URL〉
http://www.niigata-aid.co.jp

キンカ地蔵様

●エイド歴/８年 
●趣味/書道・絵手紙 
●趣味歴/３６年 

補聴器はお役に立っていますか？
師の指導のお声や注意点などが良く聞こ

え、勉強後は友と楽しい語らいができ、

助かっています。

今後の目標などありますか？
神社の奉燈句や文化祭の作品出品など

1年間を通じて精進に勉めたいです。若

い時のように野望を持たず、根をつめない

程度に人生を楽しんでいたいです。

常楽我浄の境地 
常とは永遠であること 
楽とは安楽に満たされていること 
我浄とはいつも清浄なものであること 
生病老死の苦悩、この四苦を生命の一念
の強き転換依って常楽我浄の四徳へと
変えていけると仏法は説く。 

　平成23年1月吉日 　岡村  克子 

◆耳の形によってはおつくりできない場合
　もございますのでご了承ください。

&Q A
エ
イ
ド
マ
ン

答え

使用済みの空気電池は
どうすればよいですか。

ボタン電池回収協力
店（当社も含みます）へ

お持ち頂くか、各協力店に
設置されている回収缶に入れ

て頂ければ、最終的に処理業者
の施設で、水銀、鉄、亜鉛化合
物等として全てリサイクルされま
す。廃棄処分や埋め立ては発生
しません。
回収対象電池：酸
化銀電池（SR）、
空気電池（PR）、
アルカリボタン電
池（LR）のボタン
形電池

教え

て

　　　　　
補聴器の紛失防止用のアクセサリーは色々あるが、今
回は「イヤチェーン」を紹介しよう。シンプルなデザイン
で、紐(紺･茶)と金具(金・銀)がそれぞれ2色から選べる

のがおすすめポイントさ。耳かけ型はもちろん、耳あな型でも、テ
グス（取り出し用のつまみ）部分を加工することで使用できるんだ。
是非使ってみてくれ！

質問

ボタン電池回収缶

❶ ❷

❸ ❹

補聴器

従来のCIC

ⅠⅠC・ミニCIC

ここまで小さくなりました！特集特集
外 から見えない　補聴器

スタッフ  コラム

イヤチェーン
（両耳用・片耳用）
1,050円（税込）

片耳

両耳

紛失防止用アクセサリーの巻

!

お姉ちゃん、
これ、玄関に
落ちてたよ〜。

ちょっと
待った！

見つかって
よかった〜！

ぴょ〜ん

よいお年を♡
これなら落とす
心配がないから
安心。ありがとう
エイドマン。

 補聴器の落下や紛失を防ぐ
には、まず、チューブや耳せんの
サイズがきちんと耳に合っているか
  　確認しよう！
　　それでも心配な場合は
「　　「紛失防止用アクセサリー」
　　　を使ってみよう！



エイド Vol.4みみより通信

特集 ここまで小さくなりました！

お客様紹介コーナー「私の趣味」
補聴器Q&A、みみより情報、スタッフコラム
4コマ漫画「教えて!エイドマン」
社長のクッキングコーナー「MACO’Sキッチン」
クロスワードパズル

外から見えない補聴器

2 0 1 2

ニイガタ 株式会社

愛されて30年

W IN TER

　　「午後のイタリア散歩」　　撮影／吉田麻美 (新潟本店)

http://www.niigata-aid.co.jp0120-74-4133
 

ニイガタ 株式会社

新潟市中央区弁天2丁目3番11号フジパークハイツ1Ｆ
■営業時間／平日9：00～17：30
　　　　 　　土曜9：00～16：00 
■定 休 日／日曜・祝日

Ｔel.025-244-8803

ニイガタエイド 検索

一般社団法人日本補聴器販売店協会加盟店　自立支援法補聴器取扱店

新潟 本店

新潟市南区白根3069
■営業時間／平日9：00～17：00
　　　　 　　土曜9：00～16：00 
■定 休 日／日曜・祝日

Ｔel.025-371-1333
白根店

佐渡市窪田992
■営業時間／平日9：00～17：00
              　土曜9：00～15：00 
■定 休 日／木曜・日曜・祝日

Ｔel.0259-52-4715
佐渡店

認定補聴器専門店

【ヨコのかぎ】
 １． 「スタッフコラム」で紹介されているのは
　　○○○○地蔵
 ５． 絵と文章で綴る日記のこと
 ７． 「おから」の事を「卯の○○」とも言う
 ９． 「MACO’sキッチン」の調理ポイント、
　   「おからを焦がさないようによく○○○○。」
10．「私の趣味」で紹介しているお客様の趣味の一つ
11．「私の趣味」で紹介しているお客様のもう一つの趣味、
      ○手紙

【タテのかぎ】
 １． 日本一高い山、○○山
 ２． 特集「外から○○○○補聴器」
 ３． CICより小さい補聴器、
     「IIC」または「○○CIC」
 ４． 新潟の冬と言えば○○。○○だるま、○○合戦
 ６． 漫才。ボケと○○○○
 ８． 「エイドマン」で紹介されているのは
　  「紛失○○○用アクセサリー」
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●おからを焦がさないようによく炒ること。
●味付けやしっとり感などはお好みに合わせて調整して下さい。
●肉の代わりにイカを使ったり、干シイタケやきくらげ、銀杏なども
　使います。冷蔵庫の中を見て様々な具材で試してみて下さい。

【材料】（4人前） 
おから・・・300g
豚のこま切れ・・・100g
（更に細かく切っておく）
人参・・・50g（イチョウ切り）
蓮根・・・50g
竹の子・・・50g
油揚げ・・・1枚
こんにゃく・・・50g
ごぼう・・・50g（荒いささがき）
なると・・・50g
長ねぎ・・・30g
（緑の部分が入った方が良い）

だし汁・・・1.5カップ
醤油・・・大さじ3
酒・・・大さじ1
みりん・・・大さじ1
塩コショウ・・・適量

サラダ油・・・大さじ4
ごま油・・・大さじ１

MACO’S
キッチン

佐藤誠 社 長  クッキングコーナー 今回は、経済的で栄養満点な「おから」をご紹介します。
呼び方は「おから」が一般的ですが、他にも「卯の花」や
「きらず」と呼ばれることもあります。

「おから
」経済的 ＆ 栄養満点

＜ＰＯＩＮＴ＞＜ＰＯＩＮＴ＞

作

り

方

Fax.025-244-8804 Fax.025-371-1335 Fax.0259-52-5857

【プレゼント応募方法】
官製はがきに ①クロスワードの答え  ②ご希望のプレゼ
ント記号  ③氏名  ④郵便番号・住所 ⑤電話番号  
⑥アンケートの答えを明記してお送りください。 
【応募〆切】 2013年1月10日必着
【応 募 先】 〒950-0901 
　　　　　 新潟市中央区弁天2丁目3番11号 
　　　　    ニイガタエイド㈱「みみより通信 編集部」宛

【アンケート】
1．今号で面白かったものをお選びください。（複数可）   
   ⓐ特集外から見えない補聴器　ⓑエイドマン　ⓒQ&A　
　ⓓ私の趣味ⓔスタッフコラム　ⓕみみより情報　ⓖMACO’Sキッチン　
　ⓗクロスワードパズル
2．今後取り上げてほしいテーマなど、「みみより通信」に対するご意見・
　ご要望などありましたらお聞かせください。
※当選者の発表は、プレゼント商品の発送をもってかえさせていただきます。

読者プレゼント抽選で下記商品のいずれかをプレゼントします。
Ａ．エイド「オリジナル
　　　バスタオル」
　……………3名様　

Ｂ．オーティコン
　「ピンクリボンバッジ」
　……………10名様　

　Ｃ．ワイデックス
　「リングノート＆ペン」
　……………10名様　

クロスワード

11

2013年は蛇…

平成24年11月発行

◎ヒントは本号中にあります。

新潟市秋葉区新津本町2丁目3番11号
■営業時間／平日9：00～17：30
　　　　 　　土曜9：00～16：00 
■定 休 日／日曜・祝日

Ｔel.0250-21-3341
新津店

長岡市東坂之上町2丁目2番地6
■営業時間／平日9：00～17：30
　　　　 　　土曜9：00～16：00 
■定 休 日／日曜・祝日

Ｔel.0258-34-6007
長岡店

Fax.0250-21-3345Fax.0258-31-3423

パ ズ ル

クイズの答え

【前回の答え】「アイス」

① 具材をそれぞれ食べやすい大きさに切っておく。
② よく熱したフライパンにサラダ油大さじ3を入れ、
    おからを焦げないように全体をほぐしながらよく
    炒っておく。
③ よく熱した別の鍋にサラダ油大さじ1を入れ、肉、
    人参、蓮根、竹の子、油揚げ、こんにゃく、ごぼう、
    なるとを入れさっと炒め、 Aのだし汁と調味料を
    入れひと煮立ちさせる。
④ ③の具材をおからのフライパンに入れて一緒に
    炒め、均等に混ざったらネギとごま油を加え、
    混ぜ合わせて出来上がり。

A


