鶏のもも肉を切らないままで
焼きます。焼きあがったら切り、
大皿に盛って食卓に置きましょう。

佐 藤 誠 社 長 クッキ ン グ コ ー ナ ー

MACO S
キッチ ン

【材料】

方

b

り

〈甘酢あん用〉
・醤油…………大さじ２
・酒……………大さじ１
・みりん ………大さじ１
・砂糖…………大さじ１
・だし汁………半カップ
・酢 ………大さじ１〜２
・片栗粉………大さじ１

作

・鶏もも肉 半身おおよそ３００ｇ…１枚
・塩、
コショウ、少々
・にんにく・生姜…各1片
・醤油…………大さじ１
・酒……………大さじ1 a
・みりん ………大さじ１
・砂糖…………大さじ１
・片栗粉………大さじ３
・サラダ油 ……大さじ１

見た目豪勢！

「鶏肉の甘酢あんかけ」
１．鶏肉の皮を下にしてまな板に置き、肉の面の筋を包丁でたたくように
切り、両面に軽く塩・コショウを振っておく。
２．ボールにaを入れて混ぜ、鶏肉に絡めておく
（30分2回位返す）
３．２の鶏肉に片栗粉を薄くまんべんなくつけて、時間をおかずフライパン
に、
サラダ油を入れ、鶏肉の皮を下にして3分程中火（弱火）
で焼く。
４．焦げ目が付いたら裏返し、今度は弱火で10分程ふたをして
蒸し焼きにする。
５．さらに裏返し、皮目を2分程焼いたら出来上がり。
よく切れる
包丁で食べやすいサイズに切る。
６．甘酢あんを作る。
ｂを鍋に入れて火にかけ、水溶き片栗粉を
好みの硬さになるように入れる。

エイド

みみより通信
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＜盛り付け＞ 大皿に千切りキャベツを敷き、切った鶏肉を皮目を上にして置き、
甘酢を全体にかけ、小口に切った葱をふりかけ、
レモンを添えて出来上がり。

〈盛り付け用〉
・万能ねぎ、千切りキャベツ、
レモン

＜ＰＯＩＮＴ＞ ・肉の筋をしっかりと切っておく。

・焦がさないように焼く。
・熱いうちが断然美味しいので、段取り良くやってください。

全問正解の方の中から抽選で

読者プレゼント

★3名様に「（エイド）」オリジナルバスタオル」をプレゼントします。
★抽選に外れた方には「
（補聴器メーカー）ボールペン」をプレゼントします。

〜あなたは補聴器についてどのくらい知っている？〜
Q1.
Q2.
Q3.
Q4.
Q5.

a・b・cより回答をお選びください。

補聴器を英語で何という？
a. ヒヤリングエイド
b. ヒヤリングサポート
c. ヒヤリングヘルパー
補聴器を使用しない時はどこに保管するのが理想的？
a. 補聴器ケース b.乾燥ケース c.どちらでもよい
補聴器用空気電池は何を取り込んで発電する？
a. 光
b. 二酸化炭素
c. 酸素
日本国内で1年間に出荷される補聴器のおおよその台数は？
a. 約5万台
b. 約50万台
c. 約500万台
この10年間、
日本国内における補聴器の出荷台数は…
a. 増えている
b. 減っている
c. 変わらない

【プレゼント応募方法】
官製はがきに ①Q1~5の答え ②氏名 ③郵便番号・住所
④電話番号 ⑤アンケートの答えを明記してお送りください。
【応募〆切】2014年6月30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）
ⓐ補聴器を両耳で装用するとどんなメリットがある？
ⓑエイドマン ⓒQ&A ⓓ私と補聴器 ⓔスタッフコラム
ⓕみみより情報 ⓖMACOʼSキッチン ⓗ補聴器クイズ
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。
前号の答え

タ レ カ ツ

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 補聴器を両耳で装用すると
どんなメリットがある？

・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

「西区 五十嵐浜にて」 新潟本店 星野克俊

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26年5月発行

お客様紹介コーナー「私と補聴器」
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」
補聴器クイズ

愛されて31年

ニイガタ

株式会社

両耳

補聴器を
で装用すると
どんなメリットがある？
両耳効果とは？

両耳効果〔その2〕
音の方向感や距離感が
取り易い

「片耳からしか音が聞こえてこない状
態」
と、
「両耳から音が聞こえてくる状
態」では、何が違うのでしょうか？今回
は、両耳からバランス良く音が聞こえ
る事で得られる両耳効果について特
集します。

私達が音の方向や距離を把握する
仕組みは、音源から左右の耳で聞こ
える音の大きさの差や、時間差によ
るものです（音源定位と呼ばれてい
ます）。例えば、後ろから車が近づい
た場合に、片側からしか音が聞こえ
ないと、
どうしても音が聞こえる側か
ら車が近づいてきたと感じてしまいま
す。その点、両耳から音が聞こえれ
ば、
このような場面で正確に対応す
る事ができます。

両耳効果〔その1〕
騒がしい場所での会話時に
聞き取りが向上

聞こえれば片耳に集中する事が無い
ので、楽に会話をすることができます。

ご相談はお気軽にどうぞ！

片耳での補聴器装用で不便を感じて
いらっしゃる方、
もしかしたら、両耳効果
を得る事である程度は不満が解消さ
れるかもしれません。試聴器の貸出・
両耳装用の体験は無料で行えますの
で、
ご興味があれば是非お気軽にご
相談ください。
※補聴器の両耳装用に適さない聴力の
場合もございますので、詳しくは店頭ス
タッフにおたずねください。
騒音下における、
片耳装用と両耳装用の聞き取りの差

数値は完全に聞き取れた状態を100％としています。
（オーティコンシ社カタログより）

両耳装着

正常な聴力

約 ％

約 ％

約 ％

約 ％

片耳装着

約 ％

約 ％

正常な聴力

約 ％

約 ％

正常な聴力

約 ％

15 68 76

15 62 68

車内で

レストランで

路上で

質問

日本では何台くらいの
補聴器が販売されていますか？

乾燥剤の色を確認してみよう。
君の乾燥剤は粒タイプだな！
粒タイプの場合は青い粒がピンク
または紫っぽくなったら効果が
なくなってきたサインなんだ。
補聴器の使用頻度や
使用環境にもよるが、
交換目安は3〜4か月と
覚えておいてくれ。

そうか、これから
エイドさんへ行って
交換してもらおう。
ありがとう、エイドマン！

補聴器との出会い、きっかけは？
私の場合は、生まれつきの難聴でした。両
親の「音をしっかりとらえて会話して欲し
い」という願いから、補聴器を装用するこ
とになりました。といっても、いつ補聴器
を装用し始めたのか私自身ははっきりと覚
えていません。小学校1年生の時には装用
していたと思いますが…ただ、「これは何
だろう？」と思った事は覚えています。当
時は幼かったので、自分が聞こえないとい
う自覚はなかったと思います。

日常生活や仕事など、お風呂に入る時と
就寝する時以外は常に身に着けていま
す。自分の体の一部ですね。

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？
雨や湿気には気を付けています。自宅で
は毎日乾燥ケースに入れています。勤務
先の異動の関係で、以前よりエイドさん
に伺う機会が少なくなってしまったの
で、年次有給休暇を取った時など、少な
いチャンスの中で足を運んでメンテナン
スをお願いするように心がけています。

補聴器にまつわる印象深い
体験談などありますか？
補聴器を着けていて本当に良かったと思
うのは、日常生活の中で会話ができる喜
びはもちろんの事、音楽を楽しめる事に
大きな喜びと感謝を感じますね。主に
J-POPの音楽を聴いていますが、ライブ
やカラオケにも行きますし、ジムに通え
ばダンスプログラムもしっかりリズムに
乗ってこなす事ができます。また、10年
以上サッカーJ1のアルビレックス新潟の
サポーターをやっています。観戦時は、
いつもゴール裏の中心部で応援している

いつ交換するか
今でしょ！！

どのタイプの乾燥剤も、交換時期を色の変化で知らせてくれるんだ。お手
元の乾燥剤の色を確認してみてくれ。交換用乾燥剤は各店にて販売中！

粒タイプ 162円
（税込） 固形タイプ 216円
（税込） クイックエイド用 590円
（税込）

●補聴器装用歴：24年
●趣味：サッカー観戦

ので、鼓舞して応援する声援や太鼓の
音、ゴールが決まった時の地響きなど
を、耳と体で感じられるのが一番の喜び
です。早いうちから補聴器を与えてくれ
た両親に、本当に感謝しています。

その他、読者へのメッセージなど
補聴器を着ければ日常生活での会話もで
きるのに、人と会う時や外出する時な
ど、重要な場面でしか装用されていない
方、すごく勿体ないです！私は物心つい
た時から補聴器を装用しているので、補
聴器を着ける事が当たり前だと思ってい
るかもしれませんが、常に身に着ける事
によって体の一部としてしっかり捉えら
れますし、周りのいろんな音に満ち溢れ
ている喜びを感じる事ができると思いま
す。常に身に着けると、その分メンテナ
ンスは大変になるかもしれませんが、そ
れ以上のメリットが得られると思いま
す。ぜひ補聴器を活用していただければ
と思います。

み みより情 報

スタッフ コラム

みなさん、

こんにちは、白根店の

「要約筆記」をご存知ですか？

五十嵐義則です。
❹

（31歳）

今回ご紹介するのは、新潟本店のお客様、中川大輔様です。物心ついた時には、
補聴器を装用していたとのこと。スポーツジムに通ったり、サッカー観戦を楽しんだ
りと、アクティブな中川さんに、補聴器についてお話を伺いました。

QA

←

エ
ドマン
! イ

❸

中川 大輔様

&

❷

ちょっと
待った～！

両耳装着

両耳装着

教えて

❶

20 65 82

補聴器

乾燥剤交換時期の巻
そういえば、
乾燥剤の交換時
期っていつ頃だっけ…
まだ効果あるのか
なぁ？

片耳装着

両耳効果〔その3〕
疲れにくい

片耳だけが聞こえる状態では、
どうし
ても聞こえる側の耳に意識を集中して
しまい、疲れてしまいます。複数人で会
話をする場合にも、聞こえない側から
話掛けられた際に、聞こえる側の耳を
向ける等、何かと不便です。両耳から

〜私と補聴器〜

どのくらいの頻度で主にどのような
場面で補聴器を使用していますか？
片耳装着

周りが騒がしい中で名前を呼ばれた
り、
自分が興味のある話題はハッと聞
こえるといった経験はありませんか？
これは、
「カクテルパーティ効果」と呼
ばれる人間の特性によるものです。人間
は、両耳から入ってくる様々な音(声)
を取捨選択し、雑音の中から必要な
情報を拾い上げる事ができます。
この
人間本来の特性は、左右の耳の協調
動作で起こります。片耳からしか音(声)
が聞こえないと、
情報が一方に集中して
しまうため、聞き取りが難しくなります。

お 客 様 紹 介 コ ー ナ ー

昨 年（ 2 0 1 3 年 ）は 、年 間
答え 528,789台の補聴器が出荷さ
れたというデータが報告されていま
す。
（一般社団法人日本補聴器工業会調
べ。通信販売や集音器は含まれません。）
10年前の2003年では447,757台と報
告されており、年々補聴器の出荷台数は
増加傾向にあります。高齢化に伴い補聴
器の需要が増えてきたこと、補聴器
の技術が進歩したこと、補聴器
に対する認知度が上がったこと
など、要因は色々と考え
られます。詳しくは下記
ホームページでご覧いた
だけます。
http://www.hochouki.com/
about/data/ （日本補聴器工業会）

今回は南区で特に有

要約筆記とは、耳の不自由な方に話の内容を
その場で文字にして伝える筆記通訳のことです。

名な「白根大凧合戦」
の話を少し。
歴史は古く江戸時代の
中ごろから行われていた
と伝えられています。
畳24畳分の大凧や

しろね大凧と歴史の館

実施形態としては、
ホワイトボードに文字を書いたり、
OHP（オーバーヘッドプロジェクター）
を使用して
スクリーンに文字を映したり、最近では、パソコン
などを使用し話の内容をスクリーンに映します。
要約筆記を行う通訳者のことを要約筆記者や要約
筆記奉仕員と呼びます。

５畳分の巻凧を使い、中之口川を挟んで白根側と西白根側とで戦います。

要約筆記の講習会も行われています。

大凧クラスになると上げるのも一苦労で、間近で見ていると、
とても迫力があり

興味のある方は、下記の連絡先まで、
メールや郵便
またはFAXでご連絡ください。
新潟県中途失聴・難聴者協会 菊地えり子
住所：
〒９５０-０１２５ 新潟市江南区亀田新明町２-４-５
FAX：
０２５−３８２−５６８４
Email：e-rose@post.email.ne.jp

ます。
まだご覧になられていない方は、ぜひ１度近くで観戦してみてください！
今年は下記日程で開催されるそうです。
日 時： 平成26年6月5日(木)〜9日(月) 13時〜18時
会 場 ： 新潟市南区白根・西白根中之口川堤防上（白根店近く）

両耳

補聴器を
で装用すると
どんなメリットがある？
両耳効果とは？

両耳効果〔その2〕
音の方向感や距離感が
取り易い

「片耳からしか音が聞こえてこない状
態」
と、
「両耳から音が聞こえてくる状
態」では、何が違うのでしょうか？今回
は、両耳からバランス良く音が聞こえ
る事で得られる両耳効果について特
集します。

私達が音の方向や距離を把握する
仕組みは、音源から左右の耳で聞こ
える音の大きさの差や、時間差によ
るものです（音源定位と呼ばれてい
ます）。例えば、後ろから車が近づい
た場合に、片側からしか音が聞こえ
ないと、
どうしても音が聞こえる側か
ら車が近づいてきたと感じてしまいま
す。その点、両耳から音が聞こえれ
ば、
このような場面で正確に対応す
る事ができます。

両耳効果〔その1〕
騒がしい場所での会話時に
聞き取りが向上

聞こえれば片耳に集中する事が無い
ので、楽に会話をすることができます。

ご相談はお気軽にどうぞ！

片耳での補聴器装用で不便を感じて
いらっしゃる方、
もしかしたら、両耳効果
を得る事である程度は不満が解消さ
れるかもしれません。試聴器の貸出・
両耳装用の体験は無料で行えますの
で、
ご興味があれば是非お気軽にご
相談ください。
※補聴器の両耳装用に適さない聴力の
場合もございますので、詳しくは店頭ス
タッフにおたずねください。
騒音下における、
片耳装用と両耳装用の聞き取りの差

数値は完全に聞き取れた状態を100％としています。
（オーティコンシ社カタログより）
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質問

日本では何台くらいの
補聴器が販売されていますか？

乾燥剤の色を確認してみよう。
君の乾燥剤は粒タイプだな！
粒タイプの場合は青い粒がピンク
または紫っぽくなったら効果が
なくなってきたサインなんだ。
補聴器の使用頻度や
使用環境にもよるが、
交換目安は3〜4か月と
覚えておいてくれ。

そうか、これから
エイドさんへ行って
交換してもらおう。
ありがとう、エイドマン！

補聴器との出会い、きっかけは？
私の場合は、生まれつきの難聴でした。両
親の「音をしっかりとらえて会話して欲し
い」という願いから、補聴器を装用するこ
とになりました。といっても、いつ補聴器
を装用し始めたのか私自身ははっきりと覚
えていません。小学校1年生の時には装用
していたと思いますが…ただ、「これは何
だろう？」と思った事は覚えています。当
時は幼かったので、自分が聞こえないとい
う自覚はなかったと思います。

日常生活や仕事など、お風呂に入る時と
就寝する時以外は常に身に着けていま
す。自分の体の一部ですね。

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？
雨や湿気には気を付けています。自宅で
は毎日乾燥ケースに入れています。勤務
先の異動の関係で、以前よりエイドさん
に伺う機会が少なくなってしまったの
で、年次有給休暇を取った時など、少な
いチャンスの中で足を運んでメンテナン
スをお願いするように心がけています。

補聴器にまつわる印象深い
体験談などありますか？
補聴器を着けていて本当に良かったと思
うのは、日常生活の中で会話ができる喜
びはもちろんの事、音楽を楽しめる事に
大きな喜びと感謝を感じますね。主に
J-POPの音楽を聴いていますが、ライブ
やカラオケにも行きますし、ジムに通え
ばダンスプログラムもしっかりリズムに
乗ってこなす事ができます。また、10年
以上サッカーJ1のアルビレックス新潟の
サポーターをやっています。観戦時は、
いつもゴール裏の中心部で応援している

いつ交換するか
今でしょ！！

どのタイプの乾燥剤も、交換時期を色の変化で知らせてくれるんだ。お手
元の乾燥剤の色を確認してみてくれ。交換用乾燥剤は各店にて販売中！

粒タイプ 162円
（税込） 固形タイプ 216円
（税込） クイックエイド用 590円
（税込）

●補聴器装用歴：24年
●趣味：サッカー観戦

ので、鼓舞して応援する声援や太鼓の
音、ゴールが決まった時の地響きなど
を、耳と体で感じられるのが一番の喜び
です。早いうちから補聴器を与えてくれ
た両親に、本当に感謝しています。

その他、読者へのメッセージなど
補聴器を着ければ日常生活での会話もで
きるのに、人と会う時や外出する時な
ど、重要な場面でしか装用されていない
方、すごく勿体ないです！私は物心つい
た時から補聴器を装用しているので、補
聴器を着ける事が当たり前だと思ってい
るかもしれませんが、常に身に着ける事
によって体の一部としてしっかり捉えら
れますし、周りのいろんな音に満ち溢れ
ている喜びを感じる事ができると思いま
す。常に身に着けると、その分メンテナ
ンスは大変になるかもしれませんが、そ
れ以上のメリットが得られると思いま
す。ぜひ補聴器を活用していただければ
と思います。

み みより情 報

スタッフ コラム

みなさん、

こんにちは、白根店の

「要約筆記」をご存知ですか？

五十嵐義則です。
❹

（31歳）

今回ご紹介するのは、新潟本店のお客様、中川大輔様です。物心ついた時には、
補聴器を装用していたとのこと。スポーツジムに通ったり、サッカー観戦を楽しんだ
りと、アクティブな中川さんに、補聴器についてお話を伺いました。
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補聴器

乾燥剤交換時期の巻
そういえば、
乾燥剤の交換時
期っていつ頃だっけ…
まだ効果あるのか
なぁ？

片耳装着

両耳効果〔その3〕
疲れにくい

片耳だけが聞こえる状態では、
どうし
ても聞こえる側の耳に意識を集中して
しまい、疲れてしまいます。複数人で会
話をする場合にも、聞こえない側から
話掛けられた際に、聞こえる側の耳を
向ける等、何かと不便です。両耳から

〜私と補聴器〜

どのくらいの頻度で主にどのような
場面で補聴器を使用していますか？
片耳装着

周りが騒がしい中で名前を呼ばれた
り、
自分が興味のある話題はハッと聞
こえるといった経験はありませんか？
これは、
「カクテルパーティ効果」と呼
ばれる人間の特性によるものです。人間
は、両耳から入ってくる様々な音(声)
を取捨選択し、雑音の中から必要な
情報を拾い上げる事ができます。
この
人間本来の特性は、左右の耳の協調
動作で起こります。片耳からしか音(声)
が聞こえないと、
情報が一方に集中して
しまうため、聞き取りが難しくなります。

お 客 様 紹 介 コ ー ナ ー

昨 年（ 2 0 1 3 年 ）は 、年 間
答え 528,789台の補聴器が出荷さ
れたというデータが報告されていま
す。
（一般社団法人日本補聴器工業会調
べ。通信販売や集音器は含まれません。）
10年前の2003年では447,757台と報
告されており、年々補聴器の出荷台数は
増加傾向にあります。高齢化に伴い補聴
器の需要が増えてきたこと、補聴器
の技術が進歩したこと、補聴器
に対する認知度が上がったこと
など、要因は色々と考え
られます。詳しくは下記
ホームページでご覧いた
だけます。
http://www.hochouki.com/
about/data/ （日本補聴器工業会）

今回は南区で特に有

要約筆記とは、耳の不自由な方に話の内容を
その場で文字にして伝える筆記通訳のことです。

名な「白根大凧合戦」
の話を少し。
歴史は古く江戸時代の
中ごろから行われていた
と伝えられています。
畳24畳分の大凧や

しろね大凧と歴史の館

実施形態としては、
ホワイトボードに文字を書いたり、
OHP（オーバーヘッドプロジェクター）
を使用して
スクリーンに文字を映したり、最近では、パソコン
などを使用し話の内容をスクリーンに映します。
要約筆記を行う通訳者のことを要約筆記者や要約
筆記奉仕員と呼びます。

５畳分の巻凧を使い、中之口川を挟んで白根側と西白根側とで戦います。

要約筆記の講習会も行われています。

大凧クラスになると上げるのも一苦労で、間近で見ていると、
とても迫力があり

興味のある方は、下記の連絡先まで、
メールや郵便
またはFAXでご連絡ください。
新潟県中途失聴・難聴者協会 菊地えり子
住所：
〒９５０-０１２５ 新潟市江南区亀田新明町２-４-５
FAX：
０２５−３８２−５６８４
Email：e-rose@post.email.ne.jp

ます。
まだご覧になられていない方は、ぜひ１度近くで観戦してみてください！
今年は下記日程で開催されるそうです。
日 時： 平成26年6月5日(木)〜9日(月) 13時〜18時
会 場 ： 新潟市南区白根・西白根中之口川堤防上（白根店近く）

鶏のもも肉を切らないままで
焼きます。焼きあがったら切り、
大皿に盛って食卓に置きましょう。

佐 藤 誠 社 長 クッキ ン グ コ ー ナ ー

MACO S
キッチ ン

【材料】
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〈甘酢あん用〉
・醤油…………大さじ２
・酒……………大さじ１
・みりん ………大さじ１
・砂糖…………大さじ１
・だし汁………半カップ
・酢 ………大さじ１〜２
・片栗粉………大さじ１

作

・鶏もも肉 半身おおよそ３００ｇ…１枚
・塩、
コショウ、少々
・にんにく・生姜…各1片
・醤油…………大さじ１
・酒……………大さじ1 a
・みりん ………大さじ１
・砂糖…………大さじ１
・片栗粉………大さじ３
・サラダ油 ……大さじ１

見た目豪勢！

「鶏肉の甘酢あんかけ」
１．鶏肉の皮を下にしてまな板に置き、肉の面の筋を包丁でたたくように
切り、両面に軽く塩・コショウを振っておく。
２．ボールにaを入れて混ぜ、鶏肉に絡めておく
（30分2回位返す）
３．２の鶏肉に片栗粉を薄くまんべんなくつけて、時間をおかずフライパン
に、
サラダ油を入れ、鶏肉の皮を下にして3分程中火（弱火）
で焼く。
４．焦げ目が付いたら裏返し、今度は弱火で10分程ふたをして
蒸し焼きにする。
５．さらに裏返し、皮目を2分程焼いたら出来上がり。
よく切れる
包丁で食べやすいサイズに切る。
６．甘酢あんを作る。
ｂを鍋に入れて火にかけ、水溶き片栗粉を
好みの硬さになるように入れる。

エイド
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＜盛り付け＞ 大皿に千切りキャベツを敷き、切った鶏肉を皮目を上にして置き、
甘酢を全体にかけ、小口に切った葱をふりかけ、
レモンを添えて出来上がり。

〈盛り付け用〉
・万能ねぎ、千切りキャベツ、
レモン

＜ＰＯＩＮＴ＞ ・肉の筋をしっかりと切っておく。

・焦がさないように焼く。
・熱いうちが断然美味しいので、段取り良くやってください。

全問正解の方の中から抽選で

読者プレゼント

★3名様に「（エイド）」オリジナルバスタオル」をプレゼントします。
★抽選に外れた方には「
（補聴器メーカー）ボールペン」をプレゼントします。

〜あなたは補聴器についてどのくらい知っている？〜
Q1.
Q2.
Q3.
Q4.
Q5.

a・b・cより回答をお選びください。

補聴器を英語で何という？
a. ヒヤリングエイド
b. ヒヤリングサポート
c. ヒヤリングヘルパー
補聴器を使用しない時はどこに保管するのが理想的？
a. 補聴器ケース b.乾燥ケース c.どちらでもよい
補聴器用空気電池は何を取り込んで発電する？
a. 光
b. 二酸化炭素
c. 酸素
日本国内で1年間に出荷される補聴器のおおよその台数は？
a. 約5万台
b. 約50万台
c. 約500万台
この10年間、
日本国内における補聴器の出荷台数は…
a. 増えている
b. 減っている
c. 変わらない

【プレゼント応募方法】
官製はがきに ①Q1~5の答え ②氏名 ③郵便番号・住所
④電話番号 ⑤アンケートの答えを明記してお送りください。
【応募〆切】2014年6月30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）
ⓐ補聴器を両耳で装用するとどんなメリットがある？
ⓑエイドマン ⓒQ&A ⓓ私と補聴器 ⓔスタッフコラム
ⓕみみより情報 ⓖMACOʼSキッチン ⓗ補聴器クイズ
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。
前号の答え

タ レ カ ツ

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 補聴器を両耳で装用すると
どんなメリットがある？

・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

「西区 五十嵐浜にて」 新潟本店 星野克俊

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26年5月発行

お客様紹介コーナー「私と補聴器」
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」
補聴器クイズ

愛されて31年

ニイガタ

株式会社

