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会見の皆様-

野村　幸子

1 999年を迎えて､今年はどんな年になるのだろうと､

思い巡らしている内に､早くも春になってしまいました｡

この冬は､インフルエンザが猛威をふるい､体力の弱い人

が犠牲になってしまいましたが､皆様はいかがだったので

しょうか｡

さてこの1年も､皆様のご協力､本当にありがとうござ

いました｡全く力不足の私が名前だけでも会長でいられた

のも､矢野さんをはじめ､川口さん､高正さんのお力によ

るところだと深く感謝しております｡

又､この度､横田先生が北大病院を退官なされることに

なりましたが､引き続き､会の顧問を引き受けていただけ

る事になり､力牽く思っております｡機会を作り､先生を

囲み､お話をお聞きすることができたらと思っております｡

年一回の稔会には､お忙しい事とは思いますが､多くの

皆様の参加を､お待ちしております｡

卜



日時:平成11年5月8日(土)

PM1時～PM3時

●　場所‥北海道難病センター

1､会長挨拶

2､議長選出

3､平成10年度活動報告

4､平成1 1年度活動計画案

5､平成1 0年度決算報告

●　6､平成11年度会計予算案

7､役員改選

8､会員の自己紹介および近況報告
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5月　9日　会報ひまわり38号発行

5月16日　難病連捻会

6月　6日　再不貧の会第2 6回定期捻会と医療相談会(難病センター)

1 1名参加

8月　1日　難病連第25回全道集会

9月　5日　再不貧の会療育キャンプ

6日

10月10日　JPC全国一斉街頭署名

11月14日　J PC全国集会

15日　　　　〝

11月24日　会報ひまわり39号発行 6名参加

1 2月1 9日　難病建チヤ1)ティクリスマスパーティー　(エンペラー)

1 4名参加

3月　2日　難病連チャリティバザー

3日　　　　〝
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(難病センター)

2名参加



4月18日　会報ひまわり40号発

5月　8日　再不貧の会第26回定期鹿会

5月15日　難病連発会

6月26日　難病連札幌地区合同レクリェーション

27日　　　　　　〝

8月　1日　難病連第26回全道集会

分科会

9月　4日　再不貧の会療育キャンプ

5日　　　　　　〝

10月　2日　JPC全国一斉街頭署名

11月28日　J PC全国集会

●

(難病センタ-)

(札椀　かでる2･7)

(桜田先生予定)

(小樽)

● 12月第2又は3 (日)難痕連チヤ.)ティクリスマスバウイー

3月　4日　難病連チャリティバザー

5日　　　　　　〝

(難病センター)



財団法人　北海道難病連

1998年度

部会決算報告書
自:1998年　4月　1日

至:1999年　3月31日

部会名　再生不良性貧血部会

収入の部 

科目 涛吋�7疫ﾈ蠅�98年度決算 儖Xﾖﾂ� 

ムー費収入 艇8��ｨ,ﾈ97H4��o〆 ��ｹ�ﾃ4･��U�ﾓ2ﾅ���5�fＳ&e�h�瀦���ﾂ�3��ﾈ自�ﾂ�

賛助A費収入 著�､8."�_>,∠Qt' 

上部団体助成金収入 �� ��

配分交付金収入 箸�2定4�.#�ﾂ�Lfya �;�>����GｩZｨﾏ�WHｾ��

参加費収入 剃ﾄ�#�r�lfEdty.一〇 冑�ｵI'ytｕＷﾆi7褪�

寄付金収入 �94��★9drO 

協力会還元金収入 ��ﾄ2ﾈ����ｦ��/>& �;�>����ｺi|ﾘ橙�

募金箱還元金収入 艇�停�i? �;�>����^Xｾ�J��

署名募金還元金収入 ��ﾈ<�� 櫨�8ﾙ�檠/ｨﾍｨ��kﾉ^Xｾ��

販売事業収入 ��/(∠ 停ﾉLやﾂﾕ�Btﾈ���ピt｢ﾕ�5B�

その他の事業収入 �2ﾂ�).qp..凸 仄h8�ﾘｬr�

受取利息収入 畑.�."�jd ��

雑収入 �� ��

難病連事業参加助成金収入 �� ��

海岸好J舟､ ��/フ■○ ��

積立金取崩収入 �� ��l 

前期繰越金 唏*ょ��ｧﾒ�J5l戸ア} ��

収入合計 �5腑"ﾆ���gJ/.タ∠ ��
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科目 �98年度予算 涛吋�7以亥｢�備考 

事業費 儡<d, 津肆�v｢� 

総会.大会費 �ｩuｲ�_"___,fleIZ_/_さ "…__沈_eT_ i �ｨ耳*��yzi4ｹ�冑榎5�･�%���ｾ�ｷH戊ｮ��ｵ��ve�ﾅ�ｨ�$5�(�B�耳璽2RﾙZU�5�yfU���ｵ���5��

難病連全道集会 ��

医療講演会 筈B�

検診相淡会 畑�ﾈ�"� 

機関紀.誌費 亦(,C��3<- �(ｷ8宜*ﾂ褶ﾔ%�y�ｹX曁,ﾖﾈ郢|5���

指導パンフ 停'��� 

研修;会 帝7�� ��

レク.交流会費 尼ﾂ� 捧]y~2ﾈ8��ﾉN���&��

実体調査費 �� 

地区育成費 �� ��

相談鼻祐助 �� ��

活動費 肇�5粐�/i.470 ���

負担金一. �/J′′cth �6ﾕ���ﾂ陷�� 

全国会負担金 �� ��

柾病連維持会費 程��G��∠ ��

fISK負担金 楢�ｨ扁&ﾈ4�� ��

Lb,他.,卓3g冶＼ �2�6ﾒ�3,`171> 度*ﾘｺi|ﾒ��/��

維持運営費 �?.t 幡ﾈ8�484���2� 

事務局費 ��占 抱駟Z浦冰yOB��s�fﾇ崩奉褪渥�ｨｵ･�｢褸耳磁��襌�x･��2"��OIuxﾈ陌8唱�宝C�蝌ﾆ�-ﾂ%�%����R��H4r�

事簡消耗品費 �6ﾘ耳4�� 

通信費 ��9 

交通費 ��2�Lf: 

資料費 萌(,ﾈ�ﾘ���fiO 秒t､ﾆ��

雑費 亦�4�8���Jj ��

積立金支出 � �� 

予備費 �/40ガ �� 

次期繰越金 � �3��3�� 

支出合計 �703:OF3L 縫｢�rﾗF�� 



】財団法人北海道難病連 1999年度 部会会計亘筆書 

自: 1999年　4月　1日

至: 2000年　3月31日

部会名　高生司二足産貧血部会

収入の部

科目 涛吋�7以亥｢�99年度予算 儖Xﾖﾂ�

会費収入 奉"���襌TX+褪�肛�ｪ�ﾒ�-I-l∠_4{_朱′_I_." _fiqc 佝�EFﾆVe�$ﾅ�����腐�5��ｵ��･'H.��

賛助会費収入 

上部団体助成金収入 �� ��

配分交付金収入 番畑�ｨ.fﾅ����J′才. �;�>����GｩZｨﾏ�WHｾ��

参加費収入. 畑-3Bﾅ�E���oQ■713 伜冑�?･��:ｩ4ｹFyt�e���

寄付金収入 �4��/C′■和 

協力会還元金収入 蜜ﾍR� �;�>����ｺi|ﾘ橙�

募金箱還元金収入 燐2�Cの7■0 �;�>����^Xｾ�J��

署名募金還元金収入 ��Cのb 櫨�8ﾙ�檠��ｨ��kﾉ^Xｾ��

販売車実収入 汀"誚棉B�0,0tTt) 鉄､､ﾈ+:H6���

その他の事業収入 呈偵�"tB�タくrZTe �ｨ���

受取利息収入 鱗�｢� 盃9*�貭�

雑収入 �� ��

集病連事業参加助成金収入 �� ��

A_簸鬼亀_彪_ 積立金取崩収入 汀vs�� ��

前期繰.越金 燐5��｢�jp.ガo ��

収入-合計 払��s���∠5ccJ)O ��



科目 �98年度決算 涛僖�7疫ﾈ蠅�備考 

事業費 �17汐/85 ����6�"� 

総会.大会費 峯�"%��｣%�,Fc｢�槌��_"____#_4_,_qTTP_ 畔ｾ��

難病連全道集会 劍ｩ2e��ｳ%��囘停%�������.d$Tﾂ�

医療講演会 ��ﾈ�r�J♂ 

検診相教会 �� 

機関粧.誌費 鉄ｸ,��JYet,モ' ��

指導パンフ ��i ��

研修二会 ��JLovEP ��

レク.交流会費 �8h�程��}′｢クJ 亅H��I�x*�.ｸ�ｲ�

実休調査費 �� 

地区育成費 �� ��

相散見補助 �� ��

活動費 謀ﾇ&�� ����

負担金 �/J′.CQD 締ﾒ�c�� 

全国会負担金 �� ��

妻難病連維持会費 艇9��6ﾒ�ユie ��

HSK負担金 楢�h,H5鉗C��の=｢⊃ ��

孝.,級_負〆ー/令 �2�4��rﾒﾕ��3′qt.TO �2ﾈ+ﾕ�7X.ｸﾇ��
､j空 價Lt∠} �� 

I 倬ik�ｼyN��i/3'q Zc5L 僖�ﾒﾒ�"陶虜季夏字______"…_"I 事務消耗品費 靖��一5rZ" 

通p信費 ��9����C2�○ 坪ｫI�rﾘｾ)&驗�揶ﾖr%��������2�

交通費 艇.h,ﾂs�r�こ≠ 

資料費 貿津�� ��

雑費 肇2�JtQZrO ��

積立金支出 � �� 

予備費 � �*H�､ﾃ�3�ﾒ� 

次期繰越金 �30.730 �� 

支出合計 冓.>/.ノlti 塔3��4ｨ,ﾂ� 
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財団法人北海道難病連
部会会計監査報告書

財団法人北海道難病連　代表理事　　様

記

･･部会名再生不良性貧血部会

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｡

●

●

空転′′年　少月.,叩

部会会計監査

氏名右vl嵐_　　　⑲

氏名　ゑ　猟ヶ　　⑳
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★定期総会

再生不良性貧血部会の第26回定期能会を行います｡一

年間の行事を決める大事な会議です○是非ご参加下さる様

お厳い致します｡

●　又､日頃の不安や悩み等をご相談下さい｡多数の参加を

お待ちしております｡

日　時　　平成11年5月8日(土)

午後1時-3時

●　　場所　札幌市中央区南4粂西10丁目

℡(011) 512-3233

北海道難病センター

尚､会場準備の為4月30日までに同封のハガキでご連

絡下さい｡出席の際には､会報40号をご持参下さい｡
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北海道難病連と加盟団体の運営を安定させる為には､定期､定額の収入

が必要です｡一万人の協力者がいると､ 2千万円の財源となl)ます｡資金

は､難病集団無料検診_相談会､医療講演会､機関誌｢なんれん｣の発行､

陳胤清廉. PR治乱疾病別患者会.地域支部の活動､事務局の運営そ

の他に活用させていただき､加入者の皆様には､北海道難病連の機関誌

rなんれん｣ ､集会､レクリェーション､チャリティバザーなどの各種ご

奥内､その他の情報をお届けします｡

ご家族､知人､友人､協力会社の方々に､ご協力の程をお廉い申し上げ　　●

ます｡

年間一口2千円(法人､会社は一万円)

<申込み先>

札幌市中央区南4条西1 0丁目

(財)北海道難病建

て正011-512-3233

い芸慧予､…;霊芝'Lili苦諾芸芸三三三芸孟芸:言霊…:.三芸三芸: ●
ます｡

※口座名義　再不貧の会

※口座番号　02790-9-19577

※金串　　　3600円
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