
医療法医療法人 萌悠萌悠会 耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科
神田E・N･T医院
長 崎ベ ルヒ アリ ング セ ンタ ー

2019年11⽉ 23⽇(⼟)
開場 13:30 開演 14:00
六花亭 きたこぶしホール

〒060-0004 札幌市中央区北 4 条⻄ 6 丁⽬ 3-3 六花亭札幌本店 10F
JR 札幌駅南⼝ 徒歩 3 分    専⽤駐⾞場はございませんので、最寄りの有料駐⾞場をご利⽤ください。 

主催：一般社団法人 難聴者音楽感受研究所　神田 E・N・T医院

第 1 部　講演
神田幸彦 （神田Ｅ・Ｎ・Ｔ医院　院長） 「音楽療法学会シンポジウム 2019 と我々の厚労省研究」

高野賢一 ( 札幌医科大学耳鼻咽喉科 ) 「北海道における難聴医療のこれまでとこれから」

第 2 部　音楽劇 「ブラウニーの木箱」 ／丸山典子作

第 ３ 部　人工聴覚器ユーザー演奏 　普天間健、 吉本信行　他

第 ４ 部  楽器体験 「ラサ ・ サヤン」　

参加費 1000 円（未就学児無料）

協賛：メドエルジャパン株式会社／株式会社日本コクレア／オーティコン補聴器／
　　　 ワイデックス株式会社／あそう補聴器／田川補聴器／長﨑ベルヒアリングセンター
助成：独立行政法人  国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金助成活動」 
後援：特定非営利活動法人 人工聴覚情報学会／東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 

ご家族でご参加の場合 1 家族 2000 円
募集定員 １２０名 対象 未就学児から成⼈まで。お申し込みが必要です。

in 北海道

第７回 ⼈⼯内⽿・補聴器を通して
      ⾳楽を楽しむ⾳楽祭

終演予定１７時頃

※対象 : 小学生から中学生　楽器体験には事前のお申し込みが必要です



かたつむりコンサートとは講演
神田幸彦 （かんだ ゆきひこ） 

（医） 萌悠会 耳鼻咽喉科 

神田 E･N･T 医院院長 

昭和 62 年長崎大学耳鼻咽

喉科学教室入局。 平成元

年日赤長崎原爆病院耳鼻咽

喉科医長、 以降関連病院。 

平成 9 年 Würzburg Univ. ドイツ、 ビュルツブルグ

大学耳鼻咽喉科留学。 人工内耳手術、 リハビリ

テーション、 補聴器を学ぶ。 

平成 10 年長崎大学耳鼻咽喉科。 平成 13 年 6月

開業。 平成 13 年～長崎大学耳鼻咽喉科非常勤

講師。 

平成 13 年～現在 東北大学耳鼻咽喉科非常勤講

師。 平成 20 年～現在 長崎大学医学部耳鼻咽喉

科臨床教授。 

楽器演奏体験※対象は小学生から中学生までです。 

本物の楽器に触って自分の音を出してみませんか！ 

聴こえに集中して、 他のお友達と 「音」 を通して交流しま

しょう。 皆さんで一緒に音楽を作り上げる体験ができます。 

吉本信行 ( よしもとのぶゆき )

福岡県生まれ。 1990年頃から

右耳の聴力が低下し左耳だけ

で音楽活動を行う。

アルバム 「HAPPINESS」 は価

格ドットコム JAZZ 人気ランキン

グで、 2 週連続日本一になるな

ど多くの支持を得ていたが、

2012年に左耳も完全に聴力を失い音楽活動を中止せざ

るを得なくなった。2014年、左に人工内耳の手術を受け、

メトロノームでのトレーニングを再開。 現在、 人工内耳の

JAZZ ミュージシャンとして活動をひろげている。

■お申込み方法■　

申込フォーム、 またはメール （katatsumuri.jp@gmail.com ）

にてお申込みください。
※ katatsumuri.jp@gmail からのメールを受信できるように設定してください

1 . 件名に 「かたつむりコンサート in 北海道申込み」 と

　 記してください。

2 . ご来場者全員のお名前。

　（フリガナも記してください）

3 . お申し込み代表者のお名前、

お電話番号、 メールアドレス。

4 . 楽器体験のお申し込み

（小学生～中学生）

⾳楽劇「ブラウニーの⽊箱」
マカロンという星に住む子どもたちのお話。 そこには音楽

というものがないのです ! 病弱で出来ない事がたくさんあ

る、 きっくん。 しっかり者の、 みみ。 力持ちで、でも淋し

がりやのブラウニー。

悲しい時、 淋しい時、 怒りたい時、 マカロンの子どもた

ちに勇気を与えたのは、 1つの木箱でした。 さて、 どんな

木箱なのでしょう ? どうぞ、 お楽しみになさってくださいね。

音の感じ方は人それぞれでも、音楽には感動を共有でき

る力があります。

難聴者と健聴者が一緒にこの力を受けるにはどのように

すればよいかを考え、 2001年より聴覚のバリアフリーを目

指した音楽の研究活動を続けています。

国内外各地で演奏活動している音楽家で結成された 「音

楽感受合奏団」 は、 聴く楽しみをもたらす、 美的でユニ

ークな演奏をいたします。 

⾳楽感受合奏団

高野賢一 （たかのけんいち）

2001年札幌医科大学医学部

卒業。 2006 年同医学部大学

院修了。 帯広厚生病院など

を経て、 2011年米国イェール

大学医学部に訪問研究員と

して留学。 2012 年に札幌医

科大学講師、 2016 年に准教

授、2018 年から札幌医科大学耳鼻咽喉科教授

（兼札幌医科大学付属先端聴覚医療センター長）

たとえ難聴というハンディがあっても、 最新の医療機器人

工内耳や補聴器で 音楽を聴いて楽しんでいただこうとい

う コンサートです。 お近くの方、 ご興味がある方はどうぞ 

ご参加ください。
※情報保障はＰＣ要約筆記を予定しております。

普天間健 ( ふてんま たけし ) 

宮古島市出身。 韓国釜山芸術

大学実用音楽科卒業。 中学時

代より吹奏楽部にて打楽器を始

め、 高校よりマリンバを始める。

2012 年より 韓国釜山に留学し、

インコリアン交響楽団、 釜山シ

ンフォニックバンド、 打楽器アンサンブル 『STROKE』 のメン

バーとして演奏活動をする。 現在、 宮古島を拠点に音楽活

動をする。 打楽器アンサンブル 『oct.』 メンバー、 カンガル

ー保育園非常勤音楽講師、 ドラムサークルファシリテーター

協会公認スティミュレイティヴ・ ファシリテーター。


