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今年は夏が短く秋が駆け足

でやって来ました｡

紅葉･黄葉とても言葉には表

わせない風景･ ･ ･ I -

会員の皆様如何ですか?

｢あすなろ会｣も次々と行事を終わらせ､今の所-･段落

している所です｡

これから冬に向かいます｡風邪にはくれぐれもご用心!

成田
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札幌市長との札幌市の難病対策

の実施に関するお礼面談会
柳　弘子

10月9日午前1時40分､札幌市役所I Fロビーに15名が集合しました｡ 17名予定

でしたが2名来られなかったそうです.代表理事の小田さん､専務理事･事務局

長の伊藤さん始めとして常任稚事､理事､評議員等の中に私は会長代確として緊

張していました｡ここに亨る経過も分らず､何をするのかなあというドキドキ感

もあり､ただ棚f分るだろうという安易な考えで引受けちやったことを今更の　●

ように悔やんでみたり･･･間もなく市長会議室に案内され11時定刻に樟市長及び保

健福祉局l妄･課長といった方々との挨拶､説明が始まり､札幌市が今年度から実

施に入った難病患者への支援に対するお礼の面談であるということが具体的に呑

みこめてきて胸をなであろしました｡

参加者がそれぞれ自分の部会(病気)の特徴と-:Li-を述べるという自己紹介も

あり､私もあすなろの特殊性を簡削こ言ったつもりですが､言えたかな?

人T.肝門部会からrhJ内に数ヶ所( rfl-役所･札幌ドーム等)対応トイレがEfi来て

きんでいることなど具体的に申され､私も初めて知りました｡

その後､控室でお茶をいただきながらもっとざっくばらんな話も.Lt'.て一札は初め

ての体験でしたが､確事や事務局の方連はこういう描動を根気磯く掛すられてい　●

るのだと改めて敬意を衣しました｡

又､ 『札幌市発病ガイドブック』は､難病センターだけでなく｡市役所本庁舎

及び各IXi役所保健福祉課に置いてあるので､皆さんも是非お読みになって下さい

とてもきれいで読みやすい冊71です｡
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｢ポプラ｣から｢あすなろ｣に

｢あすなろ｣の木は､いつかは､ひのき(揺)のような立派な木

にならうと､希望と努力をあられしているcEうに､ ｢あすなろ｣部

会の皆様方も､昨日よりは今日､そして今田よりは明日へと､夢と
希望を持って努力されているご様子を､入会して半年すぎた今､ひ
しひしと感L;ていますo

｢ポプラ｣の木から｢あすなろ｣木へと､私は変身しましたガ､

頑丈なポプラから､まだ抜け切れすに後始末に追われています｡

成円さん､柳さん､斎藤さんからのお便りを頂きなから､私も何
力､はしなければならないなと考えていますo

側雪の今までの医療講演集の残部を､道内の難病連の各支部に送
ったり､札幌､岩見沢､小樽､近くの市町村の教育委員会へ届けて

側雪で悩んでいる患者､家族の方々(=利用しT貰うように頼んだり
そういう仕事を今やっています｡

本当に悩んでいる方々へ､はやく届いJr､手引二立つT欲しいと念じ
ていますo

時々､患者､家族の方々からEflつている問い合r)せガあり､それ

に害えたり､閉会後も仕事ガつなかっているようですo

出来るかどうか分L)ませんか､来年の釧路での難連の全道集会で
側雪の医療講演会か交流会{･も開けたらいいなあと思っています‖
それ.には､ ｢あすなろ｣の皆さhJのお手伝いかないと出来まtj-んo

役員の方々のご意見をお聞きしなガら､今後につ♂)ていきたいと思
つTいます｡,

● ､ /1LLl'■∴い言∴-'"':∴■二日1.岩L:･.lTJ.ll ∴; ･'':.{'-'～.一読

になついく様子をニュースで見なガう､他人ごとのようには思えま
せんo ?0世紀は戦争で沢山の人達が無くなっていきましたo　その

反省にたって新しい2 1世紀は戦争のない､弱者や障害者ガ人間{
して平等に生きTいける平禾0で豊かな社会ガやってくる{思ってい
たら､人類の破滅にもなり7]＼ねない恐ろしい時代に入ううとしてい
ます0　日本(:7は関係のない事でLcl:うか､地球は一つ皆か幸せにな

る為に私たちは黙っていてはいけないと思いますo
(H. 1 3, 1 0, 28　うえの)
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柳さん　ごL'･;一刀さまです､

上野さんから｢入会して一一言｣との依頼がありましたので､何とかfrちま

した｡よろしく

Lll標津町の河股です｡ ｢かわまた｣という姓の方は､それなりに出るよ

うですが漢字の(河股)はー東京の電話帳にも無いようですo　ルーツは

r.qLl｣で､岡山には〔河股村〕というのがあって　一部落を作っているとのこ

と､北海道の(河股)は兄弟達だと思いますo

ところで､あすなろ会に入会した動榛はー北海道難病連の中梗津支部を

預かっていて､後継者を帝てられなかったから一日---一一?

もともとは､ 2()数年前･娘が側わん症の診断を受け､北大に通いだし

たのがきっかけで､側わ/U症r.%会と難病連の付き合いが始まりました｡

この8月､側わん症雑念が発案的に解散しましたので､支部長の;r_場も

あり､ ｢あすなろ会｣にお世話になることにいたしましたo

いろいろな症状や病気で悩んでいる方やt A:しんでいるjJ々と　一緒に難

病連を通じてi.Ti一動の輪を広げていきたいと思いますo

今後ともどうぞよろしく　　　　中棲津町　河　股　痛　太
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札幌市医療講夜会の感想

打別市　大動脈炎症候群　C･ S

l1月5日　く月)　北区のサンプラザホールで　絶食ブラザーズのトークアンド

ライブと　三浦光世さんの｢難病患者としての三浦綾子とともに　という講演が

ありましたD

この日は　少し早く会場へ着いてしまい　ロビーで待っていると　何と三浦光

世さんも　ちiうどいらして少しお話しを　することが出来ました.　綾子さん

の本を　何冊か読んでいて助かったと思いました｡

第一部は絶食ブラザーズ　今は山田くんが　ソロで頑張ってますo　彼の歌は

とても明るく元気なのですが　食べ物の歌が多く　カレーライス(くいて-)

ラーメン(くいて-)と　絶食の歌を唄うと　本人はさほど気にやんで　いるわ

けではないでしょうが　聴いているととてもせつなく　かわいそうに　思えてし

まうのは　私が母の日になっているからでしょうか｡

第1-_部は　三浦光世さんのお話しでしたo

ご自身も色々と病を抱えて　おられるのに　献身的に綾子さんの介護をし　私達

に伝えるために反省したことを　話しておられましたが　綾7･さんはとても　幸

せだったと思いますd

･番心に残ったのは　私達難病患者は　前世やご先祖さまのせいで　病気になっ

たのではないという事です.　新約聖書の盲人の所にでているそうですo　難病

を　抱えておられた綾子さんも　救われた部分だそうです｡

思えば私も　発病したころは色々な宗教の人に　追いかけ凹され　病気になっ

たのは前世のせいだとか　ご先祖さまのせいだと　さんざん言われましたが

今日の講演会を　聞いて　救bナしたような気がします.

最後にいつもの　'明uがあるさ｣の発病連バージョンを　合唱しました｡

とても有意義なひとときでした｡

()



2001年度第3 ･ 4回事業資金委員会からの報告

第3州il , ()月15rlの飲まつりの準備について　これは'G略します｡

2,ビアガーデン利用券実績報告

食道集会が札幌だったにも拘らず､真夏日がゼロなど低温が響いたため

今年も昨年に挽き減少した｡その中であすなろはわずかながらも増加｡こ

れはー又､深jiさんが縛めて買って卜さったのと両館から雛付けて卜きっ

た皆さんのお陰｡

3 ,新資金活動について

札幌通運株式会社の山はこび愛ネット"を開始します.

弓l越し･旅行･車検は札適へ!

礼遇の利用希望者をご紹介いただくと､売上金の一部が｢財団法人　北海

道無頼連lに還元されます｡紹介部会･支部に1/Zを還元します｡

'jF越･料金の2.5%

旅行,料金の2 5%

車検-,l台につき1,500 Fll

第4 rETl委員会

1,欣まつり決算

参加数は昨年より2..56会増えて1 1部会Iアラジン1 -*J席上古で(,tLlLげは

伸びたが_経費がかさんだため､利益は昨年を卜凹る51.208円にll二まった

しかしー開始とILj7時にお客が入りー野農･先物はすぐに売切れなどお天気

にも恵まれ､充分楽しめた｡

2,おlE月飾りの販克について(はさみ込みのチラシをご覧ください)

Ql)商品･金額に-一部変更があります｡

②送料は昨年とIrgじ,売上5000円以下1500 H

売上5001円以上,無料

- 10--
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③it文輪切り　　　　12月　3日(jl)

④最終納品日　　　　12月25H (火)

⑤部会･支部還元率　22 5‡

⑥消卓税5%分は2分の1 (2-5Ⅹ)を難病連と部会･支部でそれぞれfi担す

るo

3,協jJ会について

今後も安定した捕動資食として､協jJ者を増やしていく必要があるb

(50%を部会.支部に還元)

協力会員募集リーフレットで入会呼掛けをお願いします｡なお､ 12月に今

年度の鮮投のお層い(請求書)を発送する予定｡

4,募金箱について

ここ数年､横ばいの実績が続いているので一新溺設置先の開拓をすすめ

る必背がある｡常設型(要晋鐘) ､簡易型(菅鐘不繋)の2挿難の募金箱

があります｡

ち,メディアストリート福祉基金(M. W.ド)について

インターネットを判Mして各患者会の紹介をし､ ral覧者に寄附をしてい

ただく新しい形態の募金活動を開始します｡ M. W. F事務局業席は北海

道難病連が引受け､株式会社ソーシャルエイドリサーチ(SAIt　近藤道

夫社長)に委託を行う0月額15ノ1円｡但し､ M. W_ドへの寄附食が入

金次第の支払とする｡

*インターネット寄附金の還元/難病連80%.部会20%

まずーアクセス数を増やすことが必要｡インターネットを利用の方はご覧

ください｡又ー　広報活動を｡

アドレス　ht t･p://www･ ms e c･ H e-　j p

-ll-



あすなろはこの申込みをしていません｡ただでさえ役員数も少な<今の活

動もやっとですので､見送っていますC　どなたかインターネ､ソトに詳しい

万一情報をお寄せください｡
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二1--＼- lJ　--i l' - ,ク　リ　-/1-主二三

ノヾ-テ　ィ　-8二一二>しヽて

(D E]時　12月16日(日)  14:00-･16:30

①　会場　エンペラー(中央区南4条所2丁一口アオキビル地下1倍)

③　参加費(食事･抽選付き)

人　人JI O00円

中高生　2500円

小･幼児　1 500円

●　　　　2歳以F無料

④　参加申し込みは　官製はがきに　住所　参加者全員の氏名　大人.中高生-

小･幼児･ 2歳以下の区別　電話番号　車イスかどうかを　お書きの上

面064-8506　札幌市中央区南4条西10丁目　北海道発病センター内

あすなろ会宛へ送って下さい｡

⑤　申し込み辞め切り　12月5口必着

(軒参加申し込みをして　当日不参加の方は　申し訳有りませんが　参加費を　お支

払いして裁きます.

●　何　参加費助成有ります｡

昨年のクリスマス風景より

お菜しみ抽讃全　　　　　　　　　　　/7ニンク娘のみなさん

一　73---

開会あいさつ
後藤,翌夫さん



☆　札幌市の難病対策説明会について

10jl13Ejに10月より開始された札幌市の難病対策について　札幌rFの担当者に

よる｢札幌市の難病対顎説明会｣が開催されましたl　とても良<なりました

次ページに資料を載せました｡　特定疾患の方は　お問い合わせください｡

缶　J PC街頭署名取り組みについて

10月13日に　発病センターで　昼食をとりながら打ち合わせをしたあと　四丁目十

字街へ　移動しました｡　あいにくの雨で　道行く人達は傘をさし　足早に通り去っ

て行きましたが　そんな中でも寄付や署名をして下さる方はいました｡　ありがと

うございました｡　　　　今年も｢豊かな医療と福祉の実現をめざしてJ　会員の

皆様に署名用紙をお届けしますので　ご協力よろしくおねがいします｡

缶　北海道保健福祉部長と全道規模の各種団体との意見交換会について

10月29日に北海道庁保健福祉部1号会議室において　意見交換会がありました.

資料は後のページに載せました｡

-i4-
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申請の窓口とお問い合わせ先
詳ー〈:二､ j=-=Jtまいの捷子知行地域保健岩浪(保髄センター)に､ご退路なくお｢Ltlい介わせください

曲中央区地域保健課　中央区南3条西日TEl･････　-･ ℡51 i 17221

番北　区地域保健課　北区北25粂西6丁目･･-　　･･-℡757-i 181

車乗　区地域保健課　束区北10粂東7丁目--･-　--℡71113211

番白石区地域保健課　白石区本郷通3丁目北1-2-　--℡8621188l

二e厚別区地域保健課　厚即区厚別中央1条5丁目--･-･--℡8951 881

8豊平区地域保健課　豊平区平岸6条10丁目

曲清田区地域保健課　暗田区平岡1条1丁目･.

魯南　区地域保健課　南区真駒内幸町lT員

率西　区地域保健芸　西区琴似2条7丁呂･-･

昏手稲区地域保笹課　手稲区前ml粂3 1丁呂

1Lh

･････ ℡822-240〇

･････℡889-2400

-･℡581-5211

--℡62ト4241

-･℡681-1211



ご利用にあたって

札幌市では､難病患者さんなどの在宅における

療養生.活を支援するために､ ｢ホームヘルプサービス｣

｢短期入所(ショートステイ)｣ ｢日常生活用具給付｣

の各事業を実施していますo

対象となる方
サービスの利用にあたっては､事前に曇緑の申請をしていただく必要があります｡
対象となる方は以下の方です｡

(一)雷の特定疾患対藁研究事業の対象疾患(1 18疾患)､慢性関節リウマチ｣こcEリ療養されている万

( 2 )而内に住民登録されている万　　　　●JPとこf'=とし

( 3)病ヌ犬か安定し､在宅か可能と医師か判断した万

( 4 )介護保険法､老人福祉法､身体障害者福祉法等の対象とならない万

※この他F=､各サービス毎に身体状況･望遠環境等の要/iガあります(下表参照)o

十二　●,.　~　　　■
介護を十分に行えない場合のみ

】 ●日常生活において一定の介弧が必要な万(体調不良時のみ
短　　期　　入　所　弓　　介助か必要な方を含aj)

●単身世帯ではない万

日常生活用具給付

珍

fEj常生活用具ごと[=決められた-定の身体状況･生活環境
にある方

サービスの内容
*ホームヘルプサービスとは

ホームヘルパーがご自宅を訪問し､介護､家事などの日常生活を支援します｡

派遣時間ニ3時間-15時間(週あたり)

費用負担:生計中心者の前圧所得税課税矧こよリOFq～950円(1時間あたり)

)短取入所(ショートステイ)とは

介護者の事情で介護が歯難になった時.一時的に施設へ入所することができます｡

利用E]数: 1回の利岡につき7日以内

費用負担: 1日jBたり1.5,5g男_(生活保護世帯の方か下記X･の理由により利用する場合lま0円)
-X･疾病､出産､冠婚葬栗､事故､災害､失跨､出張､転勤､看護､学校等の公的行事への参か口のiB合

1日窯生活用具冶付とは

日常生活を支揺する用具(国･市指定の17種冒)を給付しますo

用具の種芙貞:便器､特殊マット､特殊頂台､特殊尿器､体位変換器､入浴補助伺具､華いす､

電動車いす､歩行支援用異､電気式たん吸引器､人工蘇生器tZツト､ネブライザー

ポンプ､ ,ll.ルユオ土シメ-タ一､電滋調理器､火災警頚器､杖､読書スタンド

費用負担1.生計中心者の前年所得税課税額【こよリ0円-全雲頁
-16-
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･J サービスを受けるまでの流れ

登録の申請が認められると､利用できるサービスの内容を示しT=登謀証が交付されます｡
この葦録三正を提示することにより､必要な時にサービスを受けることができます.

区役所に登録の申請
地域保健課(保健t=ツター)

つ.i.

/--′～　､　-

＼~､十`~

諾語義要塞譲警ノ

調査の結果により､

登録証

-　Jr7

サーピコか必要になった時l■こ区

役所地域保健課に連桂をいただ
き､派遣コ7:jユー1L,等の打合わ

tIを経てヘル/tl:-を派遣しますっ

サ-ビス/T必要r=なった時に亘

糧施設を選んで申し込みます｡

用具の見積等を業者から取寄せ
区役所r=申請｡発行された給付
券を業者に提示し給付を受けますo

登録申請に必要な書類
( 1 )豊主菜申請書

区役所地域保健課(保健センタ-)の:琶コにあります｡

(2)診断書又は診療情報堤供害

主治医こ交付してもらって<ださし､o雪粒となrJJます｡

( 3 )生計中心者の前年の所得税課税額を証明するもの(下欄参照)

※ 4 - 6月の間に新規由講をされ三万は､前々fEの証明でもかまいg=tfん｡

巴芦

給与収入の方(バーート等を含dj)≡

:源泉徴収票(椅定由等溝の渇音l言､確定由害毒の控)年釜り文人の万

●　　　　一　　　　　‥ ･ ‥　､

.L　一　　　:･▲　-　　∴
いる方

(4)印鑑

新規豊玉菜白請のときのみ必要です｡

園

r給与支払書(勤務先)

･守蓋支払名

j区役所保護課

登録証の有効期間

有効期間は､豊緑証を発行した日から翌年の6月30Ejまでですo (1月から3月まで発行した場合は､
)その年の6月3OE]まで)サービスを継続して利用される場合は､継続申請が必要になります(郵送可)0

( 1 )継続申請の期間

毎年5月15[]～6日15日(土･日擢Ejの場合は翌業務日まで)

(2)必要な書持

豊玉景証.前年の所得税額か確誌できるもの(禁g期入所事業の登録をされている万l芸､診断書

又lま診療積頚提供書も必要です)
17
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)i.iJr,S+こi韻′■こ(2

1,I:1iiulflii　郎fqごL7).冒,EJ交換公にノJL,る言)J立推頓にや;

l ･ fjゝキJ ijTi･l/1:人1二r(1;ノ員曳1utソLj山

I.g鬼/1換Il川. ･社If～轟'うー~ I

如月1i]休7,1】軌へ恥リJ企哨軌なとJjiilイillJljな支援のiJ1､人iIl;LL臼し,- rrL

【現状の水越､史キミの汚兄等】

掛舶[策U)払出L,.1LLL者の　ざ川糾【lcT),勇人､州析品坤の与川1しなとにLl 7J･呈.子2;州別なとが

那宮になってきて]言{) ､介掛!T:T攻,.F1-人に上る自己f-JILrけ)l仙1や保検料糾iiなど).rr4抑)i心､

飽満には大きな負it土が強いられていくと-E)I r

このような社f*'1'-軌U)小で､山削Tl休の存fL旨才もやi,i,!臥内容がiii柴祝されてさています~o

Lかし､心音･ 'Bj:'bJA･の綿折負JHu)1円ノく1_ J7Lさで鮒､｣節が微娘Lており､臼l溜金f占軌(UU,

力会･軌は】版売なと)を子jな-)亡も7LT.軌に必要な幣食が不止し､役員とその家肱u)負川が

了這くなっていますo

【搬出棚状や411ミfJJ尖l山こlfLL]けた↑後U川畑L,み】

開脚な申にを)､一柳L柑Jむう<)め, ,Lli打･家族への励ましと/L,.tる7.5軌に全力をあげてい
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1 【,川や鵜川11とIt,'JJ,川l

l llWH人川川J州州･i毎｢ノ),LJ(川､′, (J州lF,ノ　ノ､ノ･ノ,,州,t}tl

lj'机!3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

lllI,状CJ)維拙､ .ii･亡!JL/)rLt; ､`H

1

J;宗'.崇誓E;I.,㌔;7 J三',:霊謡:)嵩､ :fji;蕊:告‡ ∴代r器,Ui認諾三三言芸三l;,i::'I ,'r, 1

i)に71細分)ilIA,ELp'い　けた7山1川,刻丈ノ-〟)粒朴-:rL■.()＼ JH /'こい州側H il I:/iTl桝,IJ)

tLr,川や他のIな､洲幾FWJ.M/L■･,r.ltL､矧リj､ FrH十八L7 ,1沖,1); [ゝ15川,/I,,州]rリ/) , ( J川　棚,州の

nn'il川'=_ 0)i.1至純粥■鮭川JLt机(｣Jl/姓/J､siLlL糾しlな-, (し､Lj I)

今1日k lり】frlllJ小リー僻介イ仙Erl′_′J/ ド 2. Y▲u)■]/fHH,淡LiがPlLEhJ'1さ)1日/ /Jl､ tl

巨黒さ誉誓rr./r黒,:,∴ tl''t′
前､■/秘l;T,i-ふrtわーい鵬｢]1,日Fr】i /-　桃､一/いI LIJJ州ILミH<!._‖'tbH '.1日r'/)EJI Jかソ

ルソし-ノ]一　石Pllf,FrLL (~　トさい.

｢日､仙W.El'利人.L,'仙1,(.a,lJI J/,モ=h,日･(/)/(.上る′11/Jl J L <､ /Lさいり

(,ill三相PIl(YJl ＼=)i.I(I j`りrG ～ H　′,＼一七(/川vJYIlノ/ l

●

【,ミ川./ih掛rt11 A ･i門川川り

相,nj;jLh(′),附的叫射iJLul,､酬JFL･J,LlHutrl.1日･/川と馴Iy:u'女恨J i r卜さい)

i TiH太一′)lSLl畏服､ ･那/),)) ,JH.,l判

i帥のし､く-)かt′州‖J 1 H淵机,ELLHW,Jl･i･L./川.川･いIIr､肘t州tl,)llL州M l洲紫か別Iul

さJ1-こぐさり;り=一｡今J川､Hl㈹･1-亡卓,当Fい梁(.- J{JJl.汁/,11J卜川=日なり･今権

道卜叫17]戊,されていくJともJt,-i( ｢'かかrJn

しかし､ r与LVH,は北淋帥舶二指′i lノてい<一別lに-)い目し　子(JjJI象舛)-/(･､こ,/:d'､

･弓削l剃こついて一日,Tf'fl臼としこ-bl.-lu,州音と州11<日l川仏日,れく),i -,卜L rト＼い,

【講取雌解紋や,ii,y-様)比にT JH /,1縄o川1111tJ} 】
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【眉iJ.交換ILl‖　L&.i_;L小生Jl】

LL悦171Ji村人ノ㌢ブ鵬こJ他州Ll.挟1iu)jLJ:と退1'1州′./ W)Lil;_娘ソ-シ＼′ル･)一一/JHu)h.Jlyる一

Jjl机しま))

ELl拙o)此臥.故LlJu) lL1-i.ド,･7 】

1L-J{1Jj脱JiiにT,り/JLl･kJLfノー/ ＼･ルリーーノJ-a)lLLLA･tJlり､ Ltr''LH桃こu)hHEL Jiはなとう//て

t州ら/)i C'rJ L　処旺柄や1川J佃1JI J棚､山､享IIJEu)N;L′.ち/Jとり､ IIiに挺射JJ)/JA処一対u)みてけ九

分に汀'h娘効LuI･/Lhl)`､ fは'Lu州や刻む-の/rk･)11ト3.I.ぴ,〟/Jことは凶東征でJ-u Fl会,iY鰍の

1/I)l什他U)挺射肘臥Jlh地元iLLl機他､川休等と繰りEな辿仇か必,iLllとな/｣ (JLJr) ､捕捉huJ

一一川州とのiLb-紙湘艇川虫d)て山'iL'/i-搬出となっ(いよl) ∪

今年J生よりifHJJj､リ1総介以触L/ン'J一一に21.a,叫圧川談L=1がhL!搬されJ L/ニ/,.､他U)適

で/1内院にfJ iさくnl'脚L＼れI(いJ｣りL,】

･占､ll矧綻にふさわしい機1Jt釧-'lj: /こ､独むしたLL_),i糾い脱衣を.～.kLIJ JJJII U'佐伯ソ一一ソ1.

ル【ノ-カー一li-内LHEL L (卜!い)

J-た､ 1L似ILL別人`l`州'7u)lf, jLEllh淡=1≦U)允Jif/a-り/'1.'でくたさいU

川uhA/(状べuiitl/り二川しい=) / /,lLL/川畑IJj 】

L主旨JL),交換Jj'tH ･ 'R.fl川111日

′師Jil/)失J.LIV)Jt川11AiLll築Jil山も､鮒的心音等JL.‡'r一ノI I.l】文tB-リL業の対奴としてl (さいu

LllLl状L/)鎌他､ ,&･ L_LLJ_什指紋等】

退山のいく-)/JW)JいIl川で桃川IiH;等)..-托･./i 7.(,女はりl淡､雌的氷川LJll娘女は小巣が火施

されてきりJり;1＼1日　↑)l/Jィ,1L帆IlJで1､当か灘をkJJ'd11 I.ことと一寸/JTlと/1､り､今後

Jal人1に比ノい㌧れ(いくJ i bk,i r,｣しま寸∴

しかし､呪状ではlLyFJL泊Ili独ト~指jiこしているJiJilについては,そt/)Jl毅外Ll_ /Jtる/=d'､

当ぎ約1第について1LrI-i迫とLてhidの)/uL師とr'iJ様にIE父り扱われるJtうにL ( l:LtいU

[緋雌解tJtや･拙riJ尖仙こ仙) /こ今はu)lMLLみ】
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(意見交換Jj■lH ･娘ゴ州rJ`l】

パルスオキ/ノーターーi･身休航川11･1, JこfJ ll iM-1.r.kIiト川菜､鮒刷iHi削LI･(-_ノ11_T.li女

tMI英ujIl湘ノHLl.Jl川jt洲か菜0,i.r.HfinJと/J･ろ｣､うにHL]に働きかりていさい_

･i三た､伽)EJ･JjJ-杜l/触り入れるよぐJ,日日は､ JLTI.JJliU)lli仙小弟として給1川巣を了J/i:って

~卜さいU

●

●

【ljL状d)謙他. ALミ(!u)-Ltl･lit制

作しL解凍娘tJ･/"[/J､,,-(い'J仙川他姓itiやrJ J七人…L射h/1{む行/i ,-しい/J^ i. S等の

央旺柄仏者が安心L ru絹でき/J馴ii一姫よる/rd,にLj､仙咋軌脈血般炎蜘鵬を州J-n/､

Lll Lu棚状を過り｣にWJuii~)ろI Ll /jl･l'･,nl-(1-】身州境.!㌻占榊止11､と船山il省等).!托/lJ占女

は11'菜u川馴ILl.)I川!JL器u)給川山=としノて1/てルスか1-シメータ1が対教L/Lるよう

L14に似きかけて卜さい

よた､ IT:Ju)ilrLり吐l触り入れる1､ぐJ)=りH､北TI.Jiau川1独!Jl業とし-(糾川菜を1r/J.Lって

L　さい.

l秋他解決やFiLil1人Jm'-仙日こ今1m'1鵬IJノ】

L(･Jl比父換JLILJ ･JL.I(川日日

ILHLF,且郷JLJ･1㌧,/タ･ /HI･t-lH川･L.;.r. nil掛Il裟!t L4..1 L ､I Ij rう又はと13lrllいLJ ) u

L収状U)秋山､盟主か′川以判

rl浅V)剛川に人目/l I(･TE･;1川リ　ーL-スの小J川は助､手はIEL附のf古川や手はノ日.L,))1.-,t'.

めるための女は､トノ′ノJ'AJ/1ノリニノ′､の謝一版及ひ寸糾uu)促桝等る-総榊′)に†Jなし､､帖

'･川やそのriZ旗州lLJ･似1;けu日.'.女女馴()∴ト!.･ll的とし[:A.lJiJl裟IJ､川｢卜‖な′, (

い'J lL湘iii封的L/ン'/･ -叫Il談tB肋機能と合地目∴ i,U,であり､また心洲.相, rlJ的よも本

ll;〟-一部i:故il- L)る仏律射こjH-ろ1日け決議の刺州hnr_川けるJHil.tJl誠L川l/rl,1▲､ IL

TTu,荏雌病t'ンタ　州Il"jj順･･IrTu捌順のJtLz;1l L舶5.LLM省一uLd,Ll--I)るJLl糾)岬･.lf

r女は7.川JJ) -'Rlr川-Jていく必･iL･/jlLレ)ると考え) )

この非業の剃/山作り小目JHぐれり上川､､肘州帖4にI什Irる多様な1糾uる抹イけるlL

lI'F朋蛙柄l′/jJ1,,～ hrI州はうー[･.Td,rT総丹r/)/捕.J川k馴L淡とし-(堤.托し.さ<J､上うritJ

係ノJIfli-の働き/)1日f･′ lJ1.LJlいい/こし`卜J u

(拙雌舶決や■がf呈淡仙こ[;.)IJた/日糾)収納み】
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あすなろ会の皆様へ

こんにちは　私は役員をしている　斎藤(大動脈炎症候群)ですo

前号(100号)の　会報の中で｢函館の近FLさんからも　ご心配戴き有り難うご

ざいました｡　体調は良くなりました8　　8月に血圧が高くなり　息が苦しく

立つ事も出来なくなり　ピーポーピーポーのお世話になり　楽しみにしていた

全道集会は家で寝ていました.

記念すべき100号の会報の　お手伝いもできず　とても残念でしたo　　血庄

が急に高くなった原因は　今の所まだわかっていませんが　会員の皆様にお願

いがあります｡

運動禁止で　ステロイドを飲んでいて　過食になっていて　ダイエットに成

功した方　あるいはダイエット法を知っている方　教えて下さい｡　失敗談で

も良いです｡　宜しくお願い鼓します｡

轟064-8506　札幌市中央区南4条酉1 0T目　北海道難病センター内

あすなろ会ダイエット係　　お手紙類しみに　お待ちしております｡

[nJグ

恥′///:/9^

-一　一　　　　∴∴

l

■二.- I-I-ナL二-二二一∴

ノ▲＼

` /I ll y､llL=rlB
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お知らせ!

全号でもお知らせしましたとおり､難病センターの移転は来年になりましたの

で､今年末まで使用出来ますb詳しくはrなんれんlでお知らせするでしょうが

会に対する連絡は今まで通りの電話･ FAXでお願いします｡

チャリティクリスマス参加申込みお待ちしています｡楽しみまLJ:うo

会報係のつぶやき

私こと何の取柄もなき一女性､おまけに横幅の割にチビで(身長だけは柔ちゃ

んと同じ)部屋の中の高い所が苦手で苦労してます｡な-んてつまらない話して

ますが､開き直って言いたいこと言わせてもらいまLJ:う｡

会報発送すると､誤字･脱字やら気がついて自分の間抜けさにガックリ｡

それ以上に会員の皆様から何も反応がないのに落込んでます｡ここがおかしいて

も間違ってるでも何でも結構｡どんどん意見をぶつけてくださいな｡待ってま-

す.感想､投稿史に待ってま-す.

それにしても物騒をLLrの中一ニューヨークの経済センタービルでテロの犠牲に

なった多くの方連､又､報復空爆で無軍の民が亡くなっていますo　どちらとも悲

惨極まりない｡そして､常に一･番弱い者に撫寄せがくる｡病気の身には痛み､ E-

しみに耐えるだけでやっと｡せめて平和を世の中になって｡同じ人間ではありま

せんかoニュースを見てはぶつぶつ言うこの頃です｡

23一



･l棚1 3年度Eあすなろ会｣会費をまだ振り込まれていない力がおりまL

Jt-=ら､甲めに振り込んで下さいま甘ようお願いしますo

加わt:1. (北,海道鮒商連E運営協力会=くこご加入Fさるようお願いしますo

咋度3l･･Hlの会報允行作繋｡今回も'3名です.紺野さんも小調の

で水枕を作って下さいました｡

/(3人'.fifればなんとやら-･おしゃべりに気をとられないよう注意

たJ)もりですが､おかしな点あったら遠慮なくご拍嫡r:さい｡

今il湖後の会報です.妓しかったことや悲しかったこと､腹が.I_

たこと-なんでも3.硝削こ故せれる会報にしたい｡皆さん一一緒にこ

会報を作っていきましょう!

蕗柴･bit.訪れて木橋的な'-!iの.ill-れもすぐそこですね∴季節の変り目

の寒さは身体がやい`,冬将t剛こ負けずに次の会報まで頑張るぞ-

(成Hl､斉藤､柳)

編集人　個人参加難病患者の会　昭和48年l月13日　第3種郵便物音監石

札幌市中央区南4粂西1 0丁目　至弛病センター内(512-3233)HSK339

発行人　北海道身体障害者団体定期刊行物協会　細川久美子

あうな7)lol母(海月1回10日発行)1部100円(会員は会費に含まれる)
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