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あすなろ全

会員の皆様

新年あけましておめでとうございます｡

昨年は国外･国内で色々な事件があり心を痛めた年でした｡

今年も又､圧縮予算で国から地方-の交付金が､大幅に削減さ

れ私達患者･家族は1日1日を必死に生き続け与えられた生命を

大切に･ ･ ･ I I I

q与いニュース

日本中が喜びに沸いた皇太子妃

雅子様が女の子を御出産されたこと!

おめでとうございます

総会のお知らせ

l川寺　　　5月25日

会員の皆様､是非参加をお願いします｡

楽しくリイワィ､ガヤガヤとお話を･
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迎えに触れき叫-Jタさん』が才子OJ乏し7t･る1'･3,かTL一秒′.J録柵

て9rると紗向直の机レ<.ぢ91摘tl月けrJ卯.tれ9,7壷もしてt,て

Yのさま弛れに界て雄!,TTt4)申れTてo Lやも臥JL-一射て^まl=　かれて

とても恥､LtうでtLT-LO私がrpl竹い=迎如こ勅もィ,仁のIa初めて1･14gI
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木L幌真書Ff役員研イ医会　　斎藤

1月12日(木)札幌第一一ホテルで　役員研修会が有りました.初

めに　大川秀史弁護士による　｢社会保障に関わる憲法一憲法訴

訟裁判例より｣という　演題でお話が有りました｡

朝日訴訟(生活保護法)牧野訴訟(国民年金法)堀木訴訟(児

童扶養手当法)そして　学生無年金障害者訴訟(国民年金法)

とても勉強になりました｡

次に　伊藤たてお事務局長の　お話が有りました.

難病対弟の歴史と見直しの見通し　医療制度改革　患者･

高齢者･障害者の負担の増加と社会保障(給付)の後退　盛りだ

くさんでした｡他支部は　2日かけてする研修会を　札幌は1日

で終わらせるので　頚の中は　ゴチャゴチャでした｡

つづいて　交礼会がありました｡スカットポールで　頚がスッ

キリし　楽しいひと時を過ごしました｡
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｢三万一両損｣ウソつくなと言いたい

函館　　近汀　忠

戦後良人の小況トリ構造政市-､月L制績bl (かんか) ､ i(常化の

:I;柴をlftil l日にIl一にするり

机の軌lI･ r )i;占車宛了引二月ま利枝糾;LLIJ.てこない｡ '3 () iHtI抑)占f-

吉で､税制(BL川･法で制付けること) ､拭和(ゆるめやj,(,り

る)の2-)の∴紫にそれぞれ別ぺ-ijに.今日の敵LFにはRL利枝

和はあるだろうか.

fLの妹の+､従兄弟3 ('歳で東,I;･tJで~_人の′卜ptrz=′卜を抱え､昨秋

より[.i/m違病でHll.働きながら迎3L‖l夜問の人11_透析に通院してい

るり仇は肋ましと全円協(,LLi:I.斉川休)を桑汁介のr一紙を送-,た･,

小泉改_.Y7-のD:-J_峻改Il･-でt Lnmは二方一一l･f･fitlと医妹機関に痛みを

求めたヮ-)い3ul一二のJlJJより診療報酬(恢瞭概問に支払われ

る)が9 0 ()憶Ill弓lき卜げ▲､)れる改Il:潔が.LJJ.された｡医姥機関に

●　痛みを求めたのか､ ,L-E･-FTlに激痛･ ′l--一命を縮めさせることになZJ,し

配たレ

).)_′LiJ労働省は.透析ifTl,*食(鎧f.: ･ lk食､ /1 --5的問の透析で

水分･ lEiJ分.たんばく質を減らした高か7リ-食)を廃_lL

さらに､透析的問を3段附に分けてitH,*に応じて.診療報酬をjt

払i)れていたのを1-)にして支払うとo

遥析中にiti砕食は【大腰横側がも/)とすればーその即日をどこか



/,捻rt･.するのか患薪u小I左になるのは､t'T然､

透析相.llo)kRi.を1つにして低く棚が.設定される小k=が/)のり

ます,

数叶価､道管音協の総会が函館で開かれたとき､ ｣'1時の会l･'l'i山n7

1tut H木とアメリカを比較してアメリカの透析患P;-の死亡率が

.L.I:,-｣､ことを紹介していたことを想い.LJl.し､ lf弧のfL命と健蝕をJIl:

るのが政H7の耶~のJL-'BJrcあr)薦めであることを忘れず求めてい　●

きたいU

医按はーだれもが'女心し､ Jkr仝なけ:-.按を求めている)競てrと効

率を求めることは改･■t'TIでuなく､改悪と考えるレ
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2001年度第5 ･ 6回事業資金委員会からの報告

1 .チャリティハザ一に/)いて

センターの移転と.i/)かるので､ 2Flにするか,3j)にするかて議論しましたが

3月てi･1透しているのでー　3円211(土)､ 3日(lJ)となりました｡移転費

開むかかるので､貴重な収入源のバザーはlJ二めLL,れませんゥ例叶適r)物.lZl.提供

の受付けは27日までレ　尚､ Trなんれん臨時f;』に言[!菰されていますが､ハサ

ーの趣旨をご確解の卜.売れる品物をI潤いします｡売れ残り物品の処分費用

が大変なのて一　二協力下さいI

描,LIJ.し物あるから!祈ってみまし　ょうo

2 ,お正月飾り実技報il;一

前年度よりレ売しげがb 5十FrL減少L. ,/jL利益は2[ラ｢lTJ減少した､咋叶に

続いての減少だがー取扱う小売店が増えている状況グ)中で各部会ー　支部は頑銭

って取組みました｡ちなみにあすなろは昨年0､今年49.200円の売上ありo　こ

れは成r77会長の頑張りです｡

3,募金祐一協JJ会の収組みについて

2月が募金箱rilJ収jJ間ですが､難柄連及び部会･支部の日日!才瀕の基本となる

協)J会･募金箱は､例年ペースの進捗状況です｡更に回りに呼掛けて増やして

いきまL tうり

1,その他

荊り一にも紹介した日動販売横-紹介するだけでも叶です｡ X､ ･31越しはふれ愛

ネットワークを､車検もどうぞ!

ち,新規物品販売淑扱いの提案

Clj　島原手延そうめん･ひやむぎ･うどん

利益は全部部会に入ります′　試食してみましたoなかなか美味しいですっ

②　宮内いよかん

瀬戸内海の滝畷な気候が育てた味と香り

-() I



他催しのご案内

拐桟聖r･チャリティコンサート

‥ 7>　　　リ　　　ーブ　　　ニ′/ "

と　き　平成l/lif13月2口(土)開場1730開演1800

ところ　札幌巾教斤文化会館一小ホ-ル

入場料　う､ 000円(税込)

矧玉lてもっとL鵜しまれている民謡､アリラン･-

起源については諸説ありますがー山の神をたたえる款として1:_れたと言われ●

ています｡それが､野や海でHずさまれる大らかな労働歌となり､時には葬

送歌としても款L)れましたo

あちらの村_こち(-'の町てーアリランの調べを求めた人々はt Ii-い歴史の中

て様々に款い続けてきまLた.

その数は50, :ik詞にいたっては2.000ともLii)れています)

そして今､人気のアリランは恋の款‥一一一一o

拐i~覧甲子

矧刊の釜Il此身′　小樽市梓岡村ト･･-テレビ番組や外四からの川賢を招い

fLlf事などに多数Hl漏C

カンツォーネからポピュラーt je謡までレパートリーI-i:幅広いノ

巾込みは事務局まで

●



弄患会のお知らせ

u程　5月25El (土)

午後　1 :00--一　　　総会

2: 00-　　　講演会(講師未定)

3 : 00･-4 : 00　茶話会

所　　仮事務所

●

●
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会費未納の方々へのお願い

rll-いしのて､今年度L,間も無く終りますJても､在か近いl_

そこで会fljの横様の小で会粥納めるのを忘れてるノJいLl) -,しゃいiF.

せんか?　人納のノJl二は払込川紙l日はrLましたU　あれ一)と思]′)iLた

jJ､ Ii偉め卜さい　うっかりとい:)二とよくLrr)りますか/,し　会は会

作でiIiTE･Z,'されているので､ノ(変で-す

それか{)､今if:_ちょっと朋政的に=･ヒム悩みの),-､机朱に束r)jJ

すり遠慮な(事務hほてご姓終卜さいわ　お手!Tィ,していJ;_す,

牛合資2,400円

･
･
T
l
.
f
･
J
･
･
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J PCの署名集まりましたか?

ご協力ありがとうございました｡

お手元にある署名用紙及び募金を､至急､

難病連事務局までお届け又はお送り下さる

ようお願いいたします｡
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●傘貫納入のatJk I ●

平成1 3年度｢あすなろ会｣会費をまだ振り込まれていない方がおりまし
たら､早めに振り込んで下さいますようお願いします｡

あわせて北海道難病連｢運営協力会｣にこ加入下さるようお願いします｡

/碍tf'_Tl～′下し=. ,jj･LI L机下(.♂

喜tこJろしく｡,　丁いとう

∩.･三. . .　　一､　　-　　　`

ご卵良柊凍-い･令甑射早ハ(木J車F

抑ん項滴れこ甥夢丁ま卵断り-きク､雄一--′,,,

1揉,摘吊領仲川を常Ll 7%者(a.,f･ 77

華南でがん衛J時務bgLて下さルー-/y
'､ ､'.'川.目　し　　　　　　節.I_I.i

■I人名人事加杜頼点者の会昭和48年1月13日第34#便物故可 
札書市中央区甫4集西10T目JtJIセンター内(512-3233)HSK339 

発行人北海並書体Pt書者団体定期刊行物tB会細川久美子 
あすなろ102号(毎月1回10日兼行)1書l100円(会Aは金*に含まれる) 
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