今回は、一手間かかりますが、
価格が安く栄養満点
特に鉄分の補給にはもってこいの
レバカツを作ってみましょう。

佐 藤 誠 社 長 クッキ ン グ コ ー ナ ー

MACO S
キッチ ン

ュー
鉄分補給に是非！栄養満点メニ

「レバカツ」

【材料】

（B タレ用）
砂糖 大さじ１杯
醤油 大さじ２杯
水 大さじ２

みりん 大さじ１杯
酒 大さじ１杯

方

胡麻油 少々
醤油 小さじ１杯
塩・コショウ 少々

り

（A 下味用）
しょうが １片
砂糖 小さじ１杯
酒 大さじ１杯
水 大さじ２杯

作

鮮度の良い豚レバー
（薄切り６〜７ミリ位）２００ｇ
パン粉（細かい物）、小麦粉、卵

＜ＰＯＩＮＴ＞

（トッピング用）
からし少々、
レモン、
ししとう、
キャベツ

ズ ル
クロ ス ワ ード パ
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クイズの答え

新潟名物の１つ。
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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

【ヨコのかぎ】
2．
空気電池は○○○○炭素に弱い。
4．
毎年1月に実施。大学入試センター○○○。
5．
マコズキッチン、○○○○の補給にもってこいの
レバカツ。
7．
パーソナリティー、MCとも言う。○○○。
9．
無料のこと。○○。
11．
新製品等のお貸し出しも承りますので、
○○○○○お声掛けください。

11

みみより通信

Ｂ．
ベルトーン
Ｃ．
ワイデックス
「バッグまたはジャンパー」 「ドリンクホルダー」
……………………3名様
……………10名様

◀前回のまちがい探しの答え

10

エイド

●鮮度の良いレバーを用意する。
●下味をしっかりつける。
●狐色になるまで揚げる。

【タテのかぎ】
【プレゼント応募方法】
１．
エイドのあんしんサービスの１つ、試聴○○○○。 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
２．
エイドは全店共に○○○○補聴器専門店。
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
３．
年末のご挨拶に○○○○○。
明記してお送りください。
日曜始まりと月曜始まりがある。
【応募〆切】2014年1月10日必着
6．
英語でpig（ピッグ）、
日本語で○○。
【応 募 先】〒950-0901 新潟市中央区弁天2丁目3番11号
8．
ストーブを炊く冬場は、部屋の○○○を十分に。
ニイガタエイド㈱「みみより通信 編集部」宛
10．
主な取扱補聴器メーカーの１つ、○○トーン社。【アンケート】
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◎ヒントは本号中にあります。

① ボウルにしょうがを摺って入れ、Aの調味料を入れ
よくかき混ぜる。
② ①のボウルにレバーを入れ、
よくなじませ２０分ほど
置く
（その間２度ほどかき混ぜる）
③ フライを作る要領で、小麦粉、卵、
パン粉の順序で
レバーにつけ、
１８０度の油でよく揚げる
（色が狐色
になる位）
④ 揚がったら油を切り、熱いうちにBのタレを絡めたら、
盛り付けして出来上がり。又、
そのままたれカツ丼
にしても良いですよ。

2013

1．
今号で面白かったものをお選びください。
（複数可）
ⓐ改めまして…ご存じですか？エイドの安心サービス
ⓑエイドマン ⓒ私の趣味 ⓓスタッフコラム
ⓔみみより情報 ⓕMACOʼS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。

フォナックの補聴器なら安心の防水・防塵国際保護等級 IP67 取得 。

ご希望に合わせてお選び
いただける、さまざまな
タイプをご用意。

人気のRICが 耳あなMIC で 新登場！

Prime

・おしゃれで簡単、
爽やかな掛け心地。

ベルトーン・プライム

新製品

・メガネやヘアブラシの
邪魔にならない。
ベルトーン・ユニトロン日本総代理店製造元
障害者総合支援法補聴器取扱店

株式会社

認定補聴器専門店

新潟本店

特集 改めまして…ご存知ですか？
エイドの安心サービス

・風切り音も静か。

一般社団法人日本補聴器販売店協会加盟店

ニイガタ

「雨飾山：1,963m日本100名山」 新津 店 石田善二（2 0 1 2 年1 0月2 0 撮影）

新津店

0120-74-4133
白根店

長岡店

http://www.niigata-aid.co.jp
ニイガタエイド

検索

佐渡店

Ｔel.025-244-8803 Ｔel.0250-21-3341 Ｔel.025-371-1333 Ｔel.0258-34-6007 Ｔel.0259-52-4715
Fax.025-244-8804

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

Fax.0250-21-3345

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

Fax.025-371-1335

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

Fax.0258-31-3423

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

Fax.0259-52-5857

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
平成25年11月発行

お客様紹介コーナー「私と補聴器」
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

愛されて30年

ニイガタ

株式会社

改 め まし て . . .

ご存知ですか？エイドの安心
安心サービス

試聴できるので安心！

購入後も安心！

☆試聴貸出
実際に効果があるか不安、店内の試
聴だけでは分かりにくい･･･という方の
ために、補聴器を無料でお貸出いたし
ます。実際にご使用になるご自宅や職
場で試せるので安心です。補聴器の
買替をご検討中の方も、是非この貸
出制度をご利用ください。気になる新
製品等のお貸出しも承りますので、
お
気軽にお声掛けください。

お店が近くになくても安心！

☆ご自宅訪問
お近くに店舗がない方や、お店まで
お越しいただくのが困難な方の場合、
事前にご連絡いただければ、
ご自宅
まで訪問いたします。
また、各地で出張
相談会も開催しています。
＜主な相談会地区＞
【下越】亀田・木戸・豊栄・黒崎・吉田・岩室・
月潟・潟東・村松・巻 ほか
【中越】湯沢・塩沢・守門町・広守門 ほか
＊開催日時については当社ホームページを
ご覧ください。

☆アフターケア
定期的なメンテナンスはもちろん、
ご
購入頂いた後のアフターケアも万全
です。
「補聴器の点検・クリーニング」
「補聴器の微調整」
「聴力測定」等、
いつでもお申しつけください。特に、
「補聴器の点検・クリーニング」は、
3〜6ヶ月に一度を目安にお勧めして
います。消耗部品交換代を含んだ有
料点検「あんしん点検」もございます
が、
こちらは半年に一度を目安にお勧
めしています。併せてご利用ください。

専門店だから安心！

☆認定補聴器専門店
当社は全店ともに「認定補聴器専門
店」です。専門知識を持ったスタッフと
専門店ならではの設備で、皆様の聞
こえをサポートさせていただきます。

＜主な取扱メーカー＞
ワイデックス

フォナック

ベルトーン

オーティコン

Pick Uｐ
！

★ワイデックス社「ＤＲＥＡＭ」
2013年6月発売

大きな音が歪まずキレイ。音質の良さ
が人気です。10月に新モデルが追
加。形状・価格帯の選択肢が増え、
よ
りお求め易くなりました。

140,000〜482,000円
（2013年11月）

❷

←

❹

❸
くわしくは
こちら！

エ
ドマン
! イ

あれ？もう電池切れ
かしら…交換した
ばかりなのに...。

季節によって
電池の寿命が
変わるのね…

「使用済み電池の
絶縁をお願い
いたします。」
いつも空気電池の回収にご協力い
ただきましてありがとうございます。
尚、使用済み電池をお持ちになる
際には、安全のため、1個ずつ絶縁
してからお持ちいただくようご協力を
お願いいたします。
＜絶縁方法＞
下図のように一個ずつセロハンテ
ープで両面を塞いで下さい。

セロハン
テープ

中 川

補聴器との出会い、
きっかけは？
小学校2年生の頃、中耳炎になったのが
きっかけで聞こえが低下しました。小学校、
中学校はなんとか補聴器にお世話にな
らず過ごしましたが、高校生になった
頃、さすがに授業の内容についていけな
くなり、補聴器の必要性を感じました。
当時の補聴器は、大半が大きな箱型で、
箱型はいやだな～と思っていました。そん
な中、欧米の耳かけ型が輸入され始め、
雑誌の広告を見た父が東京まで連れて行
って購入してくれたのが最初でした。

当時の補聴器は？
アナログ補聴器の頃は、何でもかんでも
音が入ってくるのでとにかく疲れまし
た。当時使用していた耳かけ形補聴器
は、電話の受話器を当てるとハウリング
しやすく、日中何度も耳から取り外すこ
とがありました。そのため、公衆電話に
置き忘れたり、ポケットに入れたまま洗
濯してしまったり、失敗したこともあり
ました。

スタッフ コラム

徹様
（71歳）

今回ご紹介するのは、新潟本店のお客様中川徹様です。補聴器の装用歴は55年
という中川様に、補聴器の出会いから補聴器との上手な付き合い方など、色々と教
えて頂きました。

●補聴器装用歴：
55年半

デジタルになってから
変わったことはありますか？

補聴器にまつわる印象深い
体験などありますか？

デジタル補聴器になってからは、耳にやさ
しく、疲れないので、朝起きてからお風呂
を除いて、寝るまでつけたままです。１日
中つけていられるので、補聴器をどこかへ
置き忘れるという失敗はなくなりました。
日中は人様と会話する機会が多いことから
非常に助かっております。

休日、一人の時に必要がないと思い、補
聴器をつけずに部屋で時を過ごしていた
時の事です。無音の静かな環境と思いき
や、補聴器をつけて再び同じ場所に入る
と、低いブーンという音がするので、あ
れ？何の音？と不振に思い突き止める
と、ファンヒーター、冷蔵庫、その他
色々な機器から音が出ているのに気が付
きました。その時、改めて自分の耳を認
識させられたのが強く印象にあります。
万が一、異変が起こる時、気づかないの
は大変困るので、進化した補聴器の有難
味を感じつつ、常に離さず身体の一部と
して大切にしてゆきたいと思います。

補聴器を使用するうえで、
気を付けていることはありますか？
濡らしてしまえば終わり… 特に湿気に
注意しています。必要と感じた時は、綿
棒で耳穴の湿り気を取り、使わない時は
必ず除湿ケースに入れて乾燥させるよう
にしています。そして、1か月に1度は、
電池の購入を兼ね、エイド
さんへ行き、
メンテナンス
をしてもらっています。
お蔭様で今までトラブル
は起きていません。

山口県の
明神池でパチリ！

最近我が家では、仔犬を飼い始めました。
ポメラニアンの男の子で、名前は「コロ」です。
まるでキツネみたいです。
奈良のブリーダーさんから直接購入し、飛行機に乗って我が家に来ました。
今は３ヶ月を過ぎ、人で言うと幼稚園児くらいだそうです。引張りあいが大好き
で、ぬいぐるみを持ってきては「うーっ」と唸りながら催促します。
そこがとてもか
わいいです。忙しくても遊んであげたくなります。
トイレトレーニング真っ最中で、
ゲージの中ではきちんと出来るのに、
お部屋
の中に放すともう大変です。
「オテ」
「オカワリ」
「マテ」
「オスワリ」が出来るように
なり、名前を呼ぶと飛んできます。
「オテ」は両手を出すこともしばしばですが…。
何でも良く食べ、
よく寝て、
よく遊んで元気いっぱいです。今が一番可愛い時
なんですね。警戒心がないので薬を飲ませるときも、
そのままあげると、
ボリボリ食
べて
（笑）。
とうてい番犬にはなりそうにありません。
最近、困っていることは私が帰るとすごく喜ん
で、粗相をしてしまい・
・
・。私のお気に入りのスカート
を汚し・
・
・
トホホという感じです。まだまだしつけの
真っ最中ですが、癒される毎日です。

トイレ
ニング
トレー ます！
り
がんば

今回は、補聴器用空気電池の冬場の注意点について説明しよう。
空気電池は特性上、二酸化炭素に弱く、空気中の二酸化炭素濃度
が増加すると劣化が早まる事があるんだ。特に石油ストーブを使用し
ている家庭は要注意！部屋の換気を十分に行ってくれ。また、空気電
池は低温にも弱く、気温が低いと本来の性能が発揮できない場合があるんだ。
冬場は電池を体温等で暖めてから使用してみてくれ。
この2点に注意して、冬場
も補聴器を快適に使っていこう
！

エイドより
皆様へお願い

〜私と補聴器〜

はじめ
ま
コロで して
す！

教えて

❶

ちょっと待った!

空気電池は構造上、
冬場に持ちが悪くなる
傾向があるんだ。
空気電池の特性を知って
補聴器をうまく
使いこなそう！

☆多数メーカー取扱い
当社は、世界で定評のある多数メー
カーの補聴器を取り扱っています。豊
富な品揃えなので、
お客様にピッタリ
な補聴器が見つかるはずです。

＊
「認定補聴器専門店」
とは、公益団体法人
テクノエイド協会が補聴器を適正に販売す
るために定めた「運営基準」に適合してい
ると認定された補聴器販売店です。

「補聴器用空気電池」の巻
ある冬の日…

豊富な品揃えだから安心！

お 客 様 紹 介 コ ー ナ ー

新潟本店 井上由紀子

台北101の展望台にて

み みより情 報
今回は、聞こえに関する文献をご紹介します。

「耳の不調」が脳までダメにする

中川雅文先生著書
難聴と病との関連性など盛りだくさんの内容となって
います。
＜主な内容＞
・
「耳鳴り・難聴」
と
「糖尿病・血管」の
関係
・耳と脳−言葉や音が伝わる仕組み
・誤解だらけの「耳鳴りと難聴」

「難聴児・生徒理解ハンドブック」
白井一夫先生、小網輝夫先生、佐藤弥生先生著書

学校の先生へ向けての作品になりますが、いろいろな
発見があります。やさしい挿絵や項目
ごとに説明されていてわかりやすい
内容です。
＜主な内容＞
・難聴の発見と早期教育
・きこえの障害と言語発達
・軽度・中等度難聴の子供への対応
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（2013年11月）

❷

←

❹

❸
くわしくは
こちら！

エ
ドマン
! イ

あれ？もう電池切れ
かしら…交換した
ばかりなのに...。

季節によって
電池の寿命が
変わるのね…

「使用済み電池の
絶縁をお願い
いたします。」
いつも空気電池の回収にご協力い
ただきましてありがとうございます。
尚、使用済み電池をお持ちになる
際には、安全のため、1個ずつ絶縁
してからお持ちいただくようご協力を
お願いいたします。
＜絶縁方法＞
下図のように一個ずつセロハンテ
ープで両面を塞いで下さい。

セロハン
テープ

中 川

補聴器との出会い、
きっかけは？
小学校2年生の頃、中耳炎になったのが
きっかけで聞こえが低下しました。小学校、
中学校はなんとか補聴器にお世話にな
らず過ごしましたが、高校生になった
頃、さすがに授業の内容についていけな
くなり、補聴器の必要性を感じました。
当時の補聴器は、大半が大きな箱型で、
箱型はいやだな～と思っていました。そん
な中、欧米の耳かけ型が輸入され始め、
雑誌の広告を見た父が東京まで連れて行
って購入してくれたのが最初でした。

当時の補聴器は？
アナログ補聴器の頃は、何でもかんでも
音が入ってくるのでとにかく疲れまし
た。当時使用していた耳かけ形補聴器
は、電話の受話器を当てるとハウリング
しやすく、日中何度も耳から取り外すこ
とがありました。そのため、公衆電話に
置き忘れたり、ポケットに入れたまま洗
濯してしまったり、失敗したこともあり
ました。

スタッフ コラム

徹様
（71歳）

今回ご紹介するのは、新潟本店のお客様中川徹様です。補聴器の装用歴は55年
という中川様に、補聴器の出会いから補聴器との上手な付き合い方など、色々と教
えて頂きました。

●補聴器装用歴：
55年半

デジタルになってから
変わったことはありますか？

補聴器にまつわる印象深い
体験などありますか？

デジタル補聴器になってからは、耳にやさ
しく、疲れないので、朝起きてからお風呂
を除いて、寝るまでつけたままです。１日
中つけていられるので、補聴器をどこかへ
置き忘れるという失敗はなくなりました。
日中は人様と会話する機会が多いことから
非常に助かっております。

休日、一人の時に必要がないと思い、補
聴器をつけずに部屋で時を過ごしていた
時の事です。無音の静かな環境と思いき
や、補聴器をつけて再び同じ場所に入る
と、低いブーンという音がするので、あ
れ？何の音？と不振に思い突き止める
と、ファンヒーター、冷蔵庫、その他
色々な機器から音が出ているのに気が付
きました。その時、改めて自分の耳を認
識させられたのが強く印象にあります。
万が一、異変が起こる時、気づかないの
は大変困るので、進化した補聴器の有難
味を感じつつ、常に離さず身体の一部と
して大切にしてゆきたいと思います。

補聴器を使用するうえで、
気を付けていることはありますか？
濡らしてしまえば終わり… 特に湿気に
注意しています。必要と感じた時は、綿
棒で耳穴の湿り気を取り、使わない時は
必ず除湿ケースに入れて乾燥させるよう
にしています。そして、1か月に1度は、
電池の購入を兼ね、エイド
さんへ行き、
メンテナンス
をしてもらっています。
お蔭様で今までトラブル
は起きていません。

山口県の
明神池でパチリ！

最近我が家では、仔犬を飼い始めました。
ポメラニアンの男の子で、名前は「コロ」です。
まるでキツネみたいです。
奈良のブリーダーさんから直接購入し、飛行機に乗って我が家に来ました。
今は３ヶ月を過ぎ、人で言うと幼稚園児くらいだそうです。引張りあいが大好き
で、ぬいぐるみを持ってきては「うーっ」と唸りながら催促します。
そこがとてもか
わいいです。忙しくても遊んであげたくなります。
トイレトレーニング真っ最中で、
ゲージの中ではきちんと出来るのに、
お部屋
の中に放すともう大変です。
「オテ」
「オカワリ」
「マテ」
「オスワリ」が出来るように
なり、名前を呼ぶと飛んできます。
「オテ」は両手を出すこともしばしばですが…。
何でも良く食べ、
よく寝て、
よく遊んで元気いっぱいです。今が一番可愛い時
なんですね。警戒心がないので薬を飲ませるときも、
そのままあげると、
ボリボリ食
べて
（笑）。
とうてい番犬にはなりそうにありません。
最近、困っていることは私が帰るとすごく喜ん
で、粗相をしてしまい・
・
・。私のお気に入りのスカート
を汚し・
・
・
トホホという感じです。まだまだしつけの
真っ最中ですが、癒される毎日です。

トイレ
ニング
トレー ます！
り
がんば

今回は、補聴器用空気電池の冬場の注意点について説明しよう。
空気電池は特性上、二酸化炭素に弱く、空気中の二酸化炭素濃度
が増加すると劣化が早まる事があるんだ。特に石油ストーブを使用し
ている家庭は要注意！部屋の換気を十分に行ってくれ。また、空気電
池は低温にも弱く、気温が低いと本来の性能が発揮できない場合があるんだ。
冬場は電池を体温等で暖めてから使用してみてくれ。
この2点に注意して、冬場
も補聴器を快適に使っていこう
！

エイドより
皆様へお願い

〜私と補聴器〜

はじめ
ま
コロで して
す！

教えて

❶

ちょっと待った!

空気電池は構造上、
冬場に持ちが悪くなる
傾向があるんだ。
空気電池の特性を知って
補聴器をうまく
使いこなそう！

☆多数メーカー取扱い
当社は、世界で定評のある多数メー
カーの補聴器を取り扱っています。豊
富な品揃えなので、
お客様にピッタリ
な補聴器が見つかるはずです。

＊
「認定補聴器専門店」
とは、公益団体法人
テクノエイド協会が補聴器を適正に販売す
るために定めた「運営基準」に適合してい
ると認定された補聴器販売店です。

「補聴器用空気電池」の巻
ある冬の日…

豊富な品揃えだから安心！

お 客 様 紹 介 コ ー ナ ー

新潟本店 井上由紀子

台北101の展望台にて

み みより情 報
今回は、聞こえに関する文献をご紹介します。

「耳の不調」が脳までダメにする

中川雅文先生著書
難聴と病との関連性など盛りだくさんの内容となって
います。
＜主な内容＞
・
「耳鳴り・難聴」
と
「糖尿病・血管」の
関係
・耳と脳−言葉や音が伝わる仕組み
・誤解だらけの「耳鳴りと難聴」

「難聴児・生徒理解ハンドブック」
白井一夫先生、小網輝夫先生、佐藤弥生先生著書

学校の先生へ向けての作品になりますが、いろいろな
発見があります。やさしい挿絵や項目
ごとに説明されていてわかりやすい
内容です。
＜主な内容＞
・難聴の発見と早期教育
・きこえの障害と言語発達
・軽度・中等度難聴の子供への対応

今回は、一手間かかりますが、
価格が安く栄養満点
特に鉄分の補給にはもってこいの
レバカツを作ってみましょう。

佐 藤 誠 社 長 クッキ ン グ コ ー ナ ー

MACO S
キッチ ン

ュー
鉄分補給に是非！栄養満点メニ

「レバカツ」

【材料】

（B タレ用）
砂糖 大さじ１杯
醤油 大さじ２杯
水 大さじ２

みりん 大さじ１杯
酒 大さじ１杯

方

胡麻油 少々
醤油 小さじ１杯
塩・コショウ 少々

り

（A 下味用）
しょうが １片
砂糖 小さじ１杯
酒 大さじ１杯
水 大さじ２杯

作

鮮度の良い豚レバー
（薄切り６〜７ミリ位）２００ｇ
パン粉（細かい物）、小麦粉、卵

＜ＰＯＩＮＴ＞

（トッピング用）
からし少々、
レモン、
ししとう、
キャベツ

ズ ル
クロ ス ワ ード パ
3

2

1

7

6

8

9

クイズの答え

新潟名物の１つ。

9

1

Vol.6

AUTUMN

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

【ヨコのかぎ】
2．
空気電池は○○○○炭素に弱い。
4．
毎年1月に実施。大学入試センター○○○。
5．
マコズキッチン、○○○○の補給にもってこいの
レバカツ。
7．
パーソナリティー、MCとも言う。○○○。
9．
無料のこと。○○。
11．
新製品等のお貸し出しも承りますので、
○○○○○お声掛けください。

11

みみより通信

Ｂ．
ベルトーン
Ｃ．
ワイデックス
「バッグまたはジャンパー」 「ドリンクホルダー」
……………………3名様
……………10名様

◀前回のまちがい探しの答え

10

エイド

●鮮度の良いレバーを用意する。
●下味をしっかりつける。
●狐色になるまで揚げる。

【タテのかぎ】
【プレゼント応募方法】
１．
エイドのあんしんサービスの１つ、試聴○○○○。 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
２．
エイドは全店共に○○○○補聴器専門店。
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
３．
年末のご挨拶に○○○○○。
明記してお送りください。
日曜始まりと月曜始まりがある。
【応募〆切】2014年1月10日必着
6．
英語でpig（ピッグ）、
日本語で○○。
【応 募 先】〒950-0901 新潟市中央区弁天2丁目3番11号
8．
ストーブを炊く冬場は、部屋の○○○を十分に。
ニイガタエイド㈱「みみより通信 編集部」宛
10．
主な取扱補聴器メーカーの１つ、○○トーン社。【アンケート】

4

5

◎ヒントは本号中にあります。

① ボウルにしょうがを摺って入れ、Aの調味料を入れ
よくかき混ぜる。
② ①のボウルにレバーを入れ、
よくなじませ２０分ほど
置く
（その間２度ほどかき混ぜる）
③ フライを作る要領で、小麦粉、卵、
パン粉の順序で
レバーにつけ、
１８０度の油でよく揚げる
（色が狐色
になる位）
④ 揚がったら油を切り、熱いうちにBのタレを絡めたら、
盛り付けして出来上がり。又、
そのままたれカツ丼
にしても良いですよ。

2013

1．
今号で面白かったものをお選びください。
（複数可）
ⓐ改めまして…ご存じですか？エイドの安心サービス
ⓑエイドマン ⓒ私の趣味 ⓓスタッフコラム
ⓔみみより情報 ⓕMACOʼS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。

フォナックの補聴器なら安心の防水・防塵国際保護等級 IP67 取得 。

ご希望に合わせてお選び
いただける、さまざまな
タイプをご用意。

人気のRICが 耳あなMIC で 新登場！

Prime

・おしゃれで簡単、
爽やかな掛け心地。

ベルトーン・プライム

新製品

・メガネやヘアブラシの
邪魔にならない。
ベルトーン・ユニトロン日本総代理店製造元
障害者総合支援法補聴器取扱店

株式会社

認定補聴器専門店

新潟本店

特集 改めまして…ご存知ですか？
エイドの安心サービス

・風切り音も静か。

一般社団法人日本補聴器販売店協会加盟店

ニイガタ

「雨飾山：1,963m日本100名山」 新津 店 石田善二（2 0 1 2 年1 0月2 0 撮影）

新津店

0120-74-4133
白根店

長岡店

http://www.niigata-aid.co.jp
ニイガタエイド

検索

佐渡店

Ｔel.025-244-8803 Ｔel.0250-21-3341 Ｔel.025-371-1333 Ｔel.0258-34-6007 Ｔel.0259-52-4715
Fax.025-244-8804

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

Fax.0250-21-3345

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

Fax.025-371-1335

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

Fax.0258-31-3423

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

Fax.0259-52-5857

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
平成25年11月発行

お客様紹介コーナー「私と補聴器」
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

愛されて30年

ニイガタ

株式会社

改 め まし て . . .

ご存知ですか？エイドの安心
安心サービス

試聴できるので安心！

購入後も安心！

☆試聴貸出
実際に効果があるか不安、店内の試
聴だけでは分かりにくい･･･という方の
ために、補聴器を無料でお貸しいたし
ます。実際にご使用になるご自宅や職
場で試せるので安心です。補聴器の
買い換えをご検討中の方も、是非この
貸出制度をご利用ください。気になる
新製品等のお貸し出しも承りますの
で、
お気軽にお声掛けください。

お店が近くになくても安心！

☆ご自宅訪問
お近くに店舗がない方や、お店まで
お越しいただくのが困難な方の場合、
事前にご連絡いただければ、
ご自宅
まで訪問いたします。
また、各地で出張
相談会も開催しています。
＜主な相談会地区＞
【下越】亀田・木戸・豊栄・黒埼・吉田・岩室・
月潟・潟東・村松・巻 ほか
【中越】六日町・広神・守門 ほか
＊開催日時については当社ホームページを
ご覧ください。

☆アフターケア
定期的なメンテナンスはもちろん、
ご
購入頂いた後のアフターケアも万全
です。
「補聴器の点検・クリーニング」
「補聴器の微調整」
「調整のための
聴力測定」等、いつでもお申しつけく
ださい。特に、
「 補 聴 器の点 検・クリ
ーニング」は、3〜6ヶ月に一度を目
安にお勧めしています。消耗部品交
換代を含んだ有料点検「あんしん点
検」もございますが、
こちらは半年に
一度を目安にお勧めしています。併せて
ご利用ください。

専門店だから安心！

☆認定補聴器専門店
当社は全店ともに「認定補聴器専門
店」です。専門知識を持ったスタッフと
専門店ならではの設備で、皆様の聞
こえをサポートさせていただきます。
＊
「認定補聴器専門店」
とは、公益団体法人
テクノエイド協会が補聴器を適正に販売す
るために定めた「運営基準」に適合してい
ると認定された補聴器販売店です。

ある冬の日…

❶

❷

ちょっと待った!

←

空気電池は構造上、
冬場に持ちが悪くなる
傾向があるんだ。
空気電池の特性を知って
補聴器をうまく
使いこなそう！

❹

❸
くわしくは
こちら！

エ
ドマン
! イ

あれ？もう電池切れ
かしら…交換した
ばかりなのに...。

季節によって
電池の寿命が
変わるのね…

＜主な取扱メーカー＞
ワイデックス

フォナック

ベルトーン

オーティコン

Pick Uｐ
！

★ワイデックス社「ＤＲＥＡＭ」
2013年6月発売

大きな音が歪まずキレイ。音質の良さ
が人気です。10月に新モデルが追
加。形状・価格帯の選択肢が増え、
よ
りお求め易くなりました。

片耳140,000〜482,000円
（2013年11月）

エイドより
皆様へお願い
「使用済み電池の
絶縁をお願い
いたします。」
いつも空気電池の回収にご協力い
ただきましてありがとうございます。
尚、使用済み電池をお持ちになる
際には、安全のため、1個ずつ絶縁
してからお持ちいただくようご協力を
お願いいたします。
＜絶縁方法＞
下図のように一個ずつセロハンテ
ープで両面を塞いで下さい。

セロハン
テープ

中 川

補聴器との出会い、
きっかけは？
小学校2年生の頃、中耳炎になったのが
きっかけで聞こえが低下しました。小学校、
中学校はなんとか補聴器にお世話にな
らず過ごしましたが、高校生になった
頃、さすがに授業の内容についていけな
くなり、補聴器の必要性を感じました。
当時の補聴器は、大半が大きな箱型で、
箱型はいやだな～と思っていました。そん
な中、欧米の耳かけ型が輸入され始め、
雑誌の広告を見た父が東京まで連れて行
って購入してくれたのが最初でした。

当時の補聴器は？
アナログ補聴器の頃は、何でもかんでも
音が入ってくるのでとにかく疲れまし
た。当時使用していた耳かけ形補聴器
は、電話の受話器を当てるとハウリング
しやすく、日中何度も耳から取り外すこ
とがありました。そのため、公衆電話に
置き忘れたり、ポケットに入れたまま洗
濯してしまったり、失敗したこともあり
ました。

スタッフ コラム

徹様
（71歳）

今回ご紹介するのは、新潟本店のお客様中川徹様です。補聴器の装用歴は55年
という中川様に、補聴器の出会いから補聴器との上手な付き合い方など、色々と教
えて頂きました。

●補聴器装用歴：
55年半

デジタルになってから
変わったことはありますか？

補聴器にまつわる印象深い
体験などありますか？

デジタル補聴器になってからは、耳にやさ
しく、疲れないので、朝起きてからお風呂
を除いて、寝るまでつけたままです。１日
中つけていられるので、補聴器をどこかへ
置き忘れるという失敗はなくなりました。
日中は人様と会話する機会が多いことから
非常に助かっております。

休日、一人の時に必要がないと思い、補
聴器をつけずに部屋で時を過ごしていた
時の事です。無音の静かな環境と思いき
や、補聴器をつけて再び同じ場所に入る
と、低いブーンという音がするので、あ
れ？何の音？と不審に思い突き止める
と、ファンヒーター、冷蔵庫、その他
色々な機器から音が出ているのに気が付
きました。その時、改めて自分の耳を認
識させられたのが強く印象にあります。
万が一、異変が起こる時、気づかないの
は大変困るので、進化した補聴器の有難
味を感じつつ、常に離さず身体の一部と
して大切にしてゆきたいと思います。

補聴器を使用するうえで、
気を付けていることはありますか？
濡らしてしまえば終わり… 特に湿気に
注意しています。必要と感じた時は、綿
棒で耳穴の湿り気を取り、使わない時は
必ず除湿ケースに入れて乾燥させるよう
にしています。そして、1か月に1度は、
電池の購入を兼ね、エイド
さんへ行き、
メンテナンス
をしてもらっています。
お蔭様で今までトラブル
は起きていません。

山口県の
明神池でパチリ！

最近我が家では、仔犬を飼い始めました。
ポメラニアンの男の子で、名前は「コロ」です。
まるでキツネみたいです。
奈良のブリーダーさんから直接購入し、飛行機に乗って我が家に来ました。
今は３ヶ月を過ぎ、人で言うと幼稚園児くらいだそうです。引張りあいが大好き
で、ぬいぐるみを持ってきては「うーっ」と唸りながら催促します。
そこがとてもか
わいいです。忙しくても遊んであげたくなります。
トイレトレーニング真っ最中で、
ゲージの中ではきちんと出来るのに、
お部屋
の中に放すともう大変です。
「オテ」
「オカワリ」
「マテ」
「オスワリ」が出来るように
なり、名前を呼ぶと飛んできます。
「オテ」は両手を出すこともしばしばですが…。
何でも良く食べ、
よく寝て、
よく遊んで元気いっぱいです。今が一番可愛い時
なんですね。警戒心がないので薬を飲ませるときも、
そのままあげると、
ボリボリ食
べて
（笑）。
とうてい番犬にはなりそうにありません。
最近、困っていることは私が帰るとすごく喜ん
で、粗相をしてしまい・
・
・。私のお気に入りのスカート
を汚し・
・
・
トホホという感じです。まだまだしつけの
真っ最中ですが、癒される毎日です。

トイレ
ニング
トレー ます！
り
がんば

今回は、補聴器用空気電池の冬場の注意点について説明しよう。
空気電池は特性上、二酸化炭素に弱く、空気中の二酸化炭素濃度
が増加すると劣化が早まる事があるんだ。特に石油ストーブを使用し
ている家庭は要注意！部屋の換気を十分に行ってくれ。また、空気電
池は低温にも弱く、気温が低いと本来の性能が発揮できない場合があるんだ。
冬場は電池を体温等で暖めてから使用してみてくれ。
この2点に注意して、冬場
も補聴器を快適に使っていこう
！

☆多数メーカー取扱い
当社は、世界で定評のある多数のメ
ーカーの補聴器を取り扱っています。
豊富な品揃えなので、
お客様にピッタ
リな補聴器が見つかるはずです。

〜私と補聴器〜

はじめ
ま
コロで して
す！

教えて

「補聴器用空気電池」の巻

豊富な品揃えだから安心！

お 客 様 紹 介 コ ー ナ ー

新潟本店 井上由起子

台北101の展望台にて

み みより情 報
今回は、聞こえに関する文献をご紹介します。

「耳の不調」が脳までダメにする

中川雅文先生著書
難聴と病との関連性など盛りだくさんの内容となって
います。
＜主な内容＞
・
「耳鳴り・難聴」
と
「糖尿病・血管」の
関係
・耳と脳−言葉や音が伝わる仕組み
・誤解だらけの「耳鳴りと難聴」

「難聴児・生徒理解ハンドブック」
白井一夫先生、小網輝夫先生、佐藤弥生先生著書

学校の先生へ向けての作品になりますが、いろいろな
発見があります。やさしい挿絵や項目
ごとに説明されていてわかりやすい
内容です。
＜主な内容＞
・難聴の発見と早期教育
・きこえの障害と言語発達
・軽度・中等度難聴の子供への対応

