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あすなろ各と-共に
各長　泉tq愛子

7,で-fiろ各の皆掛j:こきげん良くボ盈こしですか｡

ち1+iろ各はここ数キー･5-負数が増えていませんが･各鼻は亨tlぞPltこ速

ぅ赤見の為にお互いに共通の悩みやせLTを- /Jh寸＼与ろうすは簸い'です

ぉ互いに恥1+;すも1iい轟嵐の人達の集まうであうますが一向が逢わてい

る弊嘉対東の見直しや大鑑食費の匂己負叔1fピー直療費-の攻撃が薄まrtて

､,るケーキ護蒔絵のす孝一ネt tが声を上げ希えZrすが大切ですo

●　轟見と共に少しでも生融ヾ句上する川こ-錦-てTTき小です｡

皐は夫東森です｡ / 97 8与に発病してー赤見キ齢やヾ1 /嵐にセうまし1-T｡

皐の人生最後まで義久と満々で方いです｡

ケ辛か〔国か各長のちとを1Lき摩ぎまして-方寸1iろ各の各長与務のます｡

皆疎の=一鵜尊とご壊廟をお属い､､TT Lます.

(早見/′キ6月6日　慈各)



平成11年あすなろ会総会
平成11年6月6日　発病センター3F

出席者　伊藤たてお　(難病連専務理事･事務局長)

国分　正利　(あすなろ会平成1 0年度会長)

成田　愛子　(あすなろ会　会長)

深沢　幸子　(事務局･難達理事)

斉藤千鶴子　(事業資金委員)

深尾　貞子　(会計監査)

柳　弘子　鈴木　秀雄　紺野ひろみ　川端　末子(新会員)

太田　隆雄　　坂本　信行

(難連事務局)福井　(ヴォランテア)渡辺　楠瀬　津端

出席者自己紹介より

柳　(キアリ奇形)右手が動かない､痛みが有るので左手を動か

す為に､週3回リハビリに通い､そこの仲間とグループが出

来､月水金､友達同志で笑い有りで､ランチタイムを共に莱

しんでいる｡ベットで1日～半日の事もあり､外え出るよラ

にしている｡

将来､朗読等たのしみたい｡

深沢　(橋本病)あすなろ会の事務局を担当しています､よろしく｡

成田　(天癌癒)あすなろ会の会長に決まりましたので､よろしく

お願いします｡私は天庖症で落ちこんでいる時､難病連を､

紹介されました｡同じ病気の人が居なく､色々悩みもあり漢

したが､発病連に助けられる事がありました｡

斉藤　(大動脈炎症候群)病歴は長く一つらい事も有りました｡

子育てに忙しいし悩みも有りますが前向きに生きています0 ～

斉藤さんは事業資金委員ですので､部会に還元金の有るー物品

洗濯上手､それからマラソングッズの品々の説明が有り､会員も

すてきな絵はがき､洗濯上手､マラソンに寄付などしましたo

☆くわしい説明をあとの貢に載せています｡よろしくお願いします0



●

紺野(ランスアダムスシンドローム四肢不随運動) 1 0年前お産

の時から病気､仮死状態の時も有りましたo

国分(頚部骨鍵盤)もう体力が衰えて-治る事は無いとおもうが､

現在は脊酎†悪くー寝起きは手伝って貰っているo

病歴も長くー大変な状態の時も､おありでしたのにあすなろ会の

会長として､役員会､総会その他に出席して下さいまして-適切な

助言､ご指導有り難うございましたo

深尾(脳内出血)病歴は長いです､ 3月にカテーテル入れました

が心臓が悪く､医者に死ぬ迄､生きる様な事を言われましたo

自分としては人の為､世の為になる事をして生きていきたい

です｡

川端(動静脈療) 1 1年前に病気になり-痛みは激しく運動禁止-

スキーー温泉､歩くのもだめとー病気の事は考え無いように

して､明るく前向きに生きる様にしそいる｡

皆さんとの交流ーカラオケを楽しみにしているo

坂本(居所性ジストニア)病歴は長く＼現在入院中-趣味のカメ

ラで写真を撮って2 6年になります｡自然を撮りたいo

鈴木(多発性硬化性･特発性大腿部骨頭壊死両別使)足の病気

自分の手術の日ー婚約者が難病で死亡つらい日々を送る｡

今は少しでも前向きにと､伊藤さんよりの紹介で施設の仕事

をしている｡

ボランテア　渡辺　ボランテア歴6年ー難病連とは付き合って行きたい

手話セミナーをしたい｡趣味ヴ-カルギター(趣味と一

言うよりプロのようです､チャリティークリスマスの

舞台は楽しかったです)

津端　将来福祉に関わりたい､難病連のヴォランテアは勉強
になるo

楠田　学校での授業の本と養う現実が判る､生の声が聞ける｡



長年､ Eg分正利氏があすなろ会の会長をして下さいましたo

いつも適切な助言と励ましで､会を支えて下さいました｡

事務局は乗りにして､会を運営してきましたので､大変に淋しいの

ですが､新会長の成田愛子さんは､元気はつらつに頑張って下さいま

すので､又なにかと頼りにして､会を運営して行きたいと思います｡

国分さん長年ご苦労さまでした｡成田新会長よろしくお願いします

国分さんより多額(5万円)のご寄付を頂きましたo

有り難うございますo

総会のハガキの一言より

桜が散る今日この頃､出席します｡皆さんにお会いできるのが楽しみです｡

チャリテ-バザー､署名街頭活動(JPC)ご苦労さまでしたo

手術から3年近く鳴るのに痛みに悩まされ､過3日のリハビリは､きつい

ですoますますおざなりになる福祉の車でー　こうした櫨のつながりが一層

大切に思われます｡

いっも行けませんで申し訳けありません｡よろしくお原臥､いたしますo

体調は安定しています｡

豪雪と共に永く続いた冬将軍の季節も過ぎ､桜も咲き､ライラックの芽も

ふくらむ頃､昨年1 1月以来､数カ月振りのあすなろ会報､私は昨年以来

体調を崩し､ベットと重イス交互の生活が続いております｡

従いまして今年も皆さんとお逢いすることは出来ません｡定期総会の成功

を祈ります｡

●

●



財団法人　北海道蒸病連
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収入の部

自: 1999年　4月　1日

至: 2000年　3月31日

科目 涛吋�7以亥｢�99年度予算 儖Xﾖﾂ�

会費収入 舶�������U��B�/蛸G去o �3��ﾇ#$ﾆtCrﾂﾂ�

賛助会費収入 � ��

上部団体助成金収入 �� ��

配分交付金収入 �����3才⊥~oco �;�>����GｩZｨﾏ�WHｾ��

参加費収入, 燈｣u｢ﾆ�� 頂���

寄付金収入 ��Oo,p∠ー ��

協力会還元金収入 ��∋ �;冽Hﾅﾒ�丙連協力会 
~募金箱還元金収入 塔2�000 �;�>��丙連募金箱 

署名募金還元金収入 �"t靖��5000 櫨�8ﾙ�檠��飲�kﾉ^Xｾ��

販売事業収入 覆ﾒ����上ooo ��

その他の事業収入 �� ��

受取利息収入 程ﾅ2�∴∴-i ��

雑収入 �� ��

発病連事業参加助成金収入 ��vD･��ﾓ�C������

-L月 嵐ﾓ6&俣ss������

積立金取崩収入 �� ��

前期繰越金 ���8:3､3ユ∫ー ��

収入合計 幌�y��3Bﾖﾈ4��DﾉD�(v��箸�



●

いつも出席出来ず申し訳けありません｡相変わらず体調が悪く入退院をくり

かえしています｡全道大会には体調をととのえ出席したいと思っています｡

今後ともよろしくお顧い致します｡

現在､共同作業所｢虹と夢｣に体調が良好な時に通っていますoリハビリに

も行っています｡体調が悪くて欠席とゆうわけでないですが､この所頑張る

気持ちが出ているので､このまま続けたいので､欠席しますo

いっもお世話になっております｡子どもも小5ー小3と大きくなりましたo

最近､少し血圧が高めですが､なんとか頑張っています｡

夫が死亡の為に欠席します｡

☆昨年の全道集会にご夫婦で参加され､お元気な姿を見ていましたので-鷲

いてーおります｡ご冥福をお祈りします｡



どうぞ皆さん-お元気になって下さいます様に､お祈りいたします｡

毎年欠席で申し訳ありません｡

障害が次から次から悪くな-て､毎日が幸いo薬の副作用だと思って居ますo

出席する事が出来ず申し訳けありません｡皆様のご健康を祈っています｡

私は1 0年前から特定疾患から外されていますoでも今だに眼科に通院です0 .

こんな場合あすなろ会を抜けた方がいないでしょうか?

近ければ伺いますが､札幌は違いです｡お陰さまで私は元気で､今のところ●

通院ですんでいます｡感謝です｡

現在､限だけの病状なので､定期的に眼科を受信しています｡内科での総合

検査は勤医協病院で受け､生活も普通で良いとのことで､今は働いています

いっも皆さんには-お世話になっています○この日も仕事で参加できません｡

よろしくお願いしますo

いっも欠席で申し訳けございません｡何かお手伝いでもと思っておりますがー

日常の生活に追われている状態ですo皆様もお体に気を付けて､お過ごし下･

さいC,

定期的に通院しておりますが毎日､･前向きに取り組んでおります｡

出来ませんが､皆様によろしくお伝え下さい｡ (父)
生憎出席●

☆毎年父上から近況が伝わり､お嬢様えの愛情が感じられ､温かい気持ちに

なっています｡

補聴器が壊れて高価なものを求めても調子が悪く困っています｡助成制度を

調べていますが､まだいい方法がわかりませんo



可視1 0左巨抑賢
役員会　平成10年　4月20日　3名

5月10日　3名

7月　1日　3名

8月20日　3名

12月10日　2名

槻1年　3月10日　3名

●

絵会　平成10年　　5月23日　　13名

会報　87号　　4月18日　発行

87号　　　4月10日　編集会議

88号　　　7月20日　発行

7月10日　編集会議

89号　　　8月20日　発行

8月1 0日　　編集会議

臨時号11年2月2 0日　　発行　(予定)

2月15日　痕集会議

90号　　3月30日　総会　編集会議

医療講演会　98' 9月19El　｢サルコイドージス｣医療者演会

講師　平監洋明先生

樹口
理事会　　98' 4月11日　7月11日　　9月12Er

l1月28日　　99' 2月13日

総　会　　98' 5月16日　　　　4名　参加

全道集会　98' 8月1日2日　　　　登別

27日　交流会　20名参加

街頭署名　98' 10月10日　　2名　参加

札捉支部研修会　99' 1月23日　1名　劾口:E

クリスマスチャリテーパーテ-　987 12月13日　3名参加

チャリテ-バザー　99' 3月6日7日　　2名　劫口

事業資金委最会　斉藤千鶴子さん　出席

経理打合せ　99' 3月17日21日　　会計　出席

JPC全国集会　1999年　6月1日

(蜘　　　　　　6月2日　　　1名　参加
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可ろ成1 1衝天巨
役員会　平成12年4月　5月　6月　7月　9月11月

平成1 2年3月

総会　平成11年6月6日

会報　年4回　臨時号1回　発行予定

医療講演　　　　　　　　9月頃

難病連会議参加

理事会　　　　　　4月10日　7月10日　10月16日

12月11日　2月12日

経会　　　　平成11年5月15日

全道集会　　　　8月1日　　あすなろ会　交流会

全体集会　基謁報告　患撒)訴え

日本一一周マラソン　出発式

街頭署名　　　　　　　　1 0月2日

チャリテ-

クリスマス会　　　　12月19日

木場研修会　平成12年1月22Er

チャリテーバザー　　　　　3月4日5日

その他　称動

事業資鍍邑会　　斉藤千鶴子さん



財団法人北海道難病連
部会会計監査報告書

財斑法人北海道難病連　代表理事　　様

●

記

1.部会名

2. 1998年度　部会決算報告書

上記の件について､厳正なる監査の結果､適正であることを報告いたします｡

//卑J　月J'ノ日

部会会計監査

朗諸　旦l■を子亀

氏名 印



雷雲芸詔La物遠建ゝ-

自:1998年　4月　1日

至: 1999年　3月31日

科目 涛吋�7疫ﾈ蠅�98年度決算 儖Xﾖﾂ�

会■費収入 峯��u�ﾆU�����ｵ��/∠L?S,L5C, �(-ﾈ-ﾃ���4ｸﾞﾉ)ｩ�I(Y�h�Hﾝ9���

賛助会費収入 � 

上部団体助成金収入一 �� ��

配分交付金収入 簸F8�｢��J5}7.COO �;�>����GｩZｨﾏ�WHｾ��

参加費収入 ��宍βoD ��

寄付金収入 犯�B�∫~午 ��

協力会還元金収入 筈｢�｢�ワ㌻0 鮒;�>����ｺi|ﾒﾒ�

募金箱還元金収入 �� �;�>����^Xｾ�J��

署名募金還元金収入 白鋳��一之､700 櫨�8ﾙ�檠��飲�kﾉ^Xｾ��

販売事業収入 ��_2/､/ワg ��

その他の事業収入 �3&F�s�� ��

受取利息収入 �� ��

雑収入 �� ��

車病連事業参加助成金収入 友����{占l∫bo ��

ダ3i 凉YtｨｯH��ﾆ��
積立金取崩収入 �� ��

節.期繰越金 鼎��76ﾄb�{?∫3 ��

収入合計 尼�*Cc3��803.613㌢ ��

科目 涛吋�7疫ﾈ蠅�98年度決算庚考 

会議費 ��x�ｳ�D�3��//V./r7514&L男女適者増の†も列 

役員会費 �3�C����_/_e3_ゝ_三7_i-_ 艇�ﾈ�ﾈ�ﾂ�

中央会議費 ����

難病道会議 �8�ｳ�C����/0､占ク0 ��

泌臣6loOoO.箭警断/ft,'0000品諜迄雪17讐 



科目 涛吋�7疫ﾉ�"�98年度決算 儖Xﾖﾂ�

事業費● 疋�F�B�hr900 ��

総会.大会費 忠Y�F�B�__…a_il貢二g-_ __…巨}_tー_qさ3_ gp1ヲ ��

難病連全道集会 版5D�cb���

医療講演会 遅�坪4菘�����+x腥9��ｨ蒔87靉ｸﾄ�?�Cb�

検診相談会 �� ��

機関耗一誌費 汀S��C����/18g ���$ﾈ耳耳而G｢�

指導パンフ �� ��

研修二会 �� ��

レク-交流会費 芳��ﾆ��/メ ��

実体調査費 �� ��

地区育成費 �� ��

相談員補助 �� ��

活動費 碇8�牝���/70 ��

負担金' 梯钁�.b腑DﾄB�/Tg.oL'6 ��

全国会負担金 �� ��

難病連維持会費 艇�x8�4�4���/.m ��

H.SK負担金 倅�､�6B�710JZ7JZ) ��

維持運営費 梯���6r�.i訂..oPダー ��

辛.務局費 咼84脾�._且QPL2i __{iJP__I_封且_ ____I?./__4__Q__ ��

事務消耗品費 ����

通信費 �:H.x耳������

交通費 ����

資料費 �:F�s���L3∫～oD ��

雑費 度<�� 秤����X/�ｻ9d��

積立金支出 �� ��

予備費 �� ��

次期繰越金 ��aL3､32㌢ ��

支出合計 途�r靂89&r�SrP3,.{3g7 ��

三
●



科目[ �98年度決算 涛僖�7疫ﾈ蠅�備考 

事業費 凵ａ繋D免｢ �/s���4脾� 

総会一大会費 � 宙4腑4B� 

難病連全道集会 剩N2ユ3 唸�w�44ﾂr� 

医療 ����8-33 程�6��4�� 

検.診 儉x橙� �� 

機関紡一誌費 �//∠2_Pg 汀S�偵�4蔬ﾂ�ふ瓶用主義⊥賢/rL7, 

指導パンフ � 蜜4�4蠅ﾃB� 

研修.会 � �� 

レク.交流会費 �/29-6 �8���ﾈ�呈4��___一路一一__2_/Zス軍地たた____: 

実体 俚丑�� ��

地区育成費 � �� 

.相談見補助 � �� 

活動費 �8'970 宕ﾄ3zC����� 

l � �� 

負担金 �/∫~占1000 艇*齏X�ﾆ�B� 

全国会負担金 � �� 

難病連維持会費 凵ﾚ∫二名D~bO ��ｨ4菘燃�� 

HSK負担金 兩zooO 筈｢�� 

維持運営費 兩/ 淵貞ﾅｧ"� 

事務局費 冏Iooo 唏�ｨ7H��<�� 

事務消耗品費 �/05''0室 梯茲s｣｢� 

過. 儂��ー♂∂ �8ﾘ4������ 

交 儂�� �� 

資 ����3JoO �3�9$ﾅB� 

雑費 � ��ｨ4��hSF磁ゝ/テ教孝斗 

積立金支出 � �� 

予備費 � �� 
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あすなろ会総会に出席して

柳　弘子

6月6日､平成1 1年度定期総会に出席できました｡　-･出来ました､

という表現には私なりの思い入れがありますも

会員数6 0余名いるのに出席出来る､つまり華病センターまで来られる人が

本当に僅れ今の今痛みヰ摩れに苦しみながら闘病している人がいかに多い

か､去年とは又顔ぶれが違っている｡

去年出席したあの人は､この人はどうしているのだろう｡そう思うと胸がつ

んと痛みますも

私も現在週に3回リハビリに通っています｡公営交通機関を使って通院

出来るだけ幸せでれ雨の別凍い､左手しか匠えない私には傘をさすのが

容易ではありません｡ついタクシーに乗りますが､経済的には大きな負担で

すと

まだ特定疾患に指定されていない病気の方も多くいらっしゃいますね｡

医療費の負担が大変で通院を減らしている方もいると聞きます去ますます弱

者締付けの社会態勢になってきていることを痛感しますも

でも､でもですよ｡総会に出席された方達の表情の明るいこと｡

伊藤たておさんの的確な司会のもとに､まず昼食からというユニークな

始まり｡次第に座もなごんでいって､初めて出席された方もご自分の病気に

ついて語る　-そうなのですよ｡

ここはそれが出来る場なんですも暗く落込みがちな毎日､これからの不安､

それらを隠さず訴え､相談し､語り合う｡

川端末子さんの｢動脈ろう｣という病気も初めて知りました｡

頑張ってくださいね川端さん

病気はそれぞれ違っても､病む者同士の横の繋がりがはっきりと感じら

れて大きな励ましになります｡

この｢あすなろ会｣を母体として､数々の会が出来ました｡

そのエネルギーとういか底に流れる力がこの僅かな参加人数から感じられる

のです｡

出席出来る状態であっても出たことがないという方もいらっしゃるでし

ょう｡

来年いらっしゃいませんか! -｢変出てみましょうよD

そして皆と力を分け合いましょうo遠くて無哩な方､症状的に無理な方はお

手紙で､ FAXで､あるいはお電話の伝言でも参加しましよう!

●

●



国分会長さん､今までご苦労様でしたその笑顔に力づけられました

新会長さんの成田さんは､帯広という遠くにいらっしゃるのに会長を引き受

けてくださいました｡

出来る範囲内でも私もお手伝いしなくてはっ

来年も出席しましようと思いながら『がん憾廟患者日本｢周激励マラソ

ン』の葉書を持って帰宅しました｡

･空〒〒〒千､
r I



紺野　ひろみ

6月26E7､キロロリゾートにて､青空の下､美しいソプラノの歌声とジャズを

堪能しました｡

昨年も参加することができましたので､今回2度目の参加となりましたが､ボラ

ンティ7の方々の助けをかりて､普段の寝てばかりの生活から閑放されて､おもい

きりリフレッシュして来ることが出来ました｡

いつもは､ ｢行ってらっしゃいo ｣と見送るばかりの私も､今日ばかりは､ ｢行っ

て来ます｣と､手をふる卿ですDその　うれしいこと呈

もちろん､これは､サポートしてくださる皆様があってこそと､いつも､感謝して

おります｡

第2部の室内音楽会がはじまる前には､色とりどりの豪華なバイキング｡

ボランティアの方に､あれこれとっていただいているうちに､なにやら　お皿の上

には､もりだくさんの､品々が並んでしまい､その上､サービスのビールまでいた

だくと､もうお腹は､びっくりです｡普段､あまり食欲のない弘が､こんなに食べ

たのは､久しぶりことですo大きなガラス窓から見渡せる新緑の山々がそうさせる

のかもしれませんD

夕べの青菜会は､とても､素晴らしいものでしたD

クラッシックの部門では､かつて､私も､ピアノをやっていたことがあるので､つL-

い､もう､ピアノの上では､勤かなくなった､手が､鍵盤をおいかけていました｡

ハーモニカの響きは､どこか懐かしく､こころが､あたたかくなっていくようでし

たし､昨年も､大盛況だった､手作りのケーナの演奏は､今年も､やっぱり楽しく

て､皆さん､大笑いしたり､驚いたり､うっとり闘いたりと､たくさん楽しませて

くださいましたD

最後の合同演奏は､私に付いてくれていたボランティアさんも､感動で､うるう

る?してしまうくらい聞き入ってしまいましたo　あのような､取り合わせの演奏は､

滅多に聞けるものではありませんので､私達は､本当にラッキーだとおもいますo



●

さて､夢のような時も去り､皆それぞれ､お風呂に入ったり､お部屋でのんびり

したり､おしゃべりしたり､菜しく過ごしたようです｡

私は､同室の若いボランティ7さんの､これから本格的に､福祉という仕事に関

わっていく迷いや､不安､また､たくさんの夢など､いろいろなお話を聞かせても

らったり､逆に､それを受ける側の私達障害者の体験や､こうなっていってほしい

という気持ちなど､つきることなく話し合いました｡

おかげで､次の日は､ちょっぴり朝寝坊してしまいましたが､朝食は､またまた､

しっかりいただきましたo　さすがに､牛乳やヨーグルトのおいしさが､ちがいます

ね｡

それにしても､こんなに社会のことや､福祉ことを､真剣に考え､真面目に勉強も

し､なおかつ自分自身のことも､しっかりみつめている若者達がいることを知るこ

とは､私にとっては､大きな喜びとなりました｡

どうか､このような人達の芽をこころない大人達によって摘み採られぬようにと､

願ってやみません｡きっと､最後までがんばってね､と､パンケーキをほうぼりな

がら､その若い顔をのぞきみながら､私は､小さくつぶやきましたo

と､言うわけで､私は､この会を､菜しみ､かつ有意義に､

過ごすことができたわけです｡できることならば､ずっと緩

いていってほしいと厭っています｡

最後に､ ｢森の音楽会｣を企画してくださった､難病達の

皆様､ボランティアの方々､キロロリゾートの皆様､そして､

●　素晴らしい演奏で､私達を迎えて下さった皆様､この会の運
営にかかわったすべての人に､厚く御礼申し上げます｡

ありがとうございましたo



長い冬は終わう赤さヾきまし釆

三圭j三嶋チ
ー尉＼っ+;冬もようやく冬わ付巷げ1うとしているこの頃です

締ま膏が孝く方もこちに膏の山ヾ洩束ていま1.

長軌ま52年8月ク別こ生まrほし丸棒勤ま∫ /008身長は45cm

では｡噺の∫ヵ朋鯵の略身長やヾ5 2 cmとイかすや頭叫や滴成

りも3 cm大きい首と蒋軒rL胎兜性敦乾葵祭着直ではと言わrtまLlT

何かの伺凄いではと悪い一方もこtの義損二五番Ylまは寸簡は向L･では.

親子は千を身そTT亨も利一幸い時期でし巾で耗宗達の｢方寸なろ包L

L 4入谷Lf;すL妹剖こラッキーでLT;｡

ネ連日もっとワらい思いをしている人をが汎山いる-この子とjtI二項経

?ていこうとノ軽度も顔ま丁れ壬LTT｡

千号′孝の略鞭長手術L受け_身勤ま′ 5 0cmにセうまは｡
｢議枚生になっTT Lも行長手術をLlう｣とお産義孝上土は1iしてい+;の

で巾､こ息子は痛い思いするのはもう嫁と号フて奇術しま<んでLT;｡

高校i牟蒼ごガソーけスタンドに南端しまLfも

号こで石る一如生と声づ谷い複本って碑も髄しまLTI｡

渦利榔凍てすやで浩子の病気o)すも妙してお卜一一線こなけいと言

うので一本亀も観しまLT;｡

そうして′ 0月に労の子やY埋まれまLTI｡嘉嵐の遺伝などL@してい+:の

で~巾健水食ですくすくと有りていま一九

濯走息子夫婦i7,､一トL播卜親子3人琢らしています一時与件みの

削こ礎を連作菱川二束ます｡

守の准な次第でをも親としての務わはほLfLiT;したと思って糾ますので
｢方でなろ丸は辛骨寸､と思います

長い間刺薙うごて'いまは｡入各しているT-Jげで何の右投にもTIてずに

t'd尊い思います｡轟嵐の原因克明の川も早い勅か､こ確立されます

裸に奇縁のご峡間をお希うLます｡

☆この右手教主東予一体の奥かL東泉やヾわでまけ;｡

立方由美子でんには｢方寸なろ冬Jの賛助各具になって頭きまLTT｡
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第2 6回難病患者･障害者と家族

の全道集会

開催日　　8月1日　午前9時30分より12時

会　場　　かてる2･7　　720A

交流会　保健婦さんを匡鋸ノで

(お弁当を用意します)

☆出席の人は同封のハガキに切手を貼って申し込んで下さい

全体集会12時30分-15時

基書昏陪･患者家族の訴え

日本｣司マラソン出発式発病患者がんばれ!

後　記

木鳳雛お知らせする事が沢山ある血こ､会報の猪勃堰

くなりました｡

全道集会は札幌でカテル2 7で九交流会は保健婦さんを囲んで

お話しをお聞きしまれ日本｢同マラソンの出発式にも…封7口ですo

多数の人の参加をお待ちしていますo

編集人個人参加薙亮患者の会昭和8年1月13日第3種郵便物認可

布L腐市中央区南4条西10丁目　難病センター内(512-3233) ESE328

発行人北海道身脚絵　細川久美子
あすなろ91号(毎月1回10日発行)1部100円(会邑は会費に含まれる)
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