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Cま　　じ　　め　　もこ

6月｡暦はまざれもなく初夏の候なのに､日中の最高気温は20℃をな

かなか超えられない日が続きました｡比較的に雪解けの時期が早かった今

年は特に､一年の豊穣を夢見て､踊るような心のときめきを抱きながら､

家庭菜園に春の種まきをしたものです｡

年々歳々同じ事の繰り返しなので､これ以上大きな期待をかけたり夢を

抱くのを､いい加減にもうやめてもよさそうに思うのだが､やはり春にな

ると同様の気持ちになるのは不思議である｡

この気持､宝くじや釣りにかける気持ちに似ている｡しかし､どこか適

う｡宝くじ･釣りには…作る" ~育てる"という営みがないことに思い当

たります｡ "作る" …育てる~営みには愛情のようなものが伴うように思

えます｡この気持ちが単調さに倦むことを防ぎ､挫折から希望の芽を出さ

せる力になっているようです｡

平成9年度の支部総会も5月24日､温泉郷北湯沢の名水革で開催さ

れ､湯けむりの立ちこめる温泉にゆったりと一泊する行楽を兼ねての総会

でした｡

年々歳々繰り返される総会ではあるが､その中で､世の移り変わりをし

みじみと感じながら､今年もまた元気で皆さんにお会い出来たという幸せ

の積み重ねに満足感を覚えることが出来ました｡そんな感情の交錯する中

で平成9年度の実りを夢見ながら総会を終わらせていただきまし

た｡一社会の中に､また北海道支部の中に､何かが育っている喜びを感じ

ながら-0

ホテル送迎バスの中で眺めた羊蹄山は白雪を六合日程まで残して､陽に

粋くさまは､神々しいまでに壮農な眺めでした｡北海道支部の将来も､あ

の羊蹄山の姿にあやかりたいものです｡

(猪口記)
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全国筋無力症友の会北海道支部

1997年(第26回)定期総会

平成9年5月24日

於　湯元名水辛

有珠郡大滝村北湯沢温泉町

℡ (0 1 4　2) 6　8　-　6　6　7　7

プ　ロ　グ　ラ　ム

1　受付集合　--------･-日･ 1 2 : 30

2　出　　発(札幌駅北口)　　　　　　13 : 00 (ホテル送迎バス)

3　総　　会　･ 1 6 : 00-1 7 : 00

①　支部長挨拶

(診　議長選出

L3)議　　　事

イ　9　6年度活動報告　　　　ニ　97年度活動方針

ロ　9　6年度決算報告　　　　ホ　9　7　年度予算案

ノ＼　9　6年度監査報告　　　　へ　97年度役員改選秦

4　夕食･交流会
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議案(1)  1 996年度(平成8年度)の活動をふりかえって

(情勢)

0　1996年度は前年度の未解決の問題や､一部解決はしたものの､そ

の後遺症を引き摺った形で経過したものが非常に多くありました｡加え

て新たな問題が派生して益々複雑多様化の度合いを強めて参りました｡

そんな中で私たちは公的介護保険や医療保険法改正のように､国民の

代弁者として､医療.福祉の面からその問題点を明らかにし警鐘を鳴ら

し続けて､一応の成果を挙げる事が出来ました｡

○　しかし､医療にしても福祉にしても経済優先の立場から施策が進めら

れる限り､ Eg民の側からは改悪や目減り現象となる事は当然の成り行き

と言わざるを得ません｡今私たちは､経済優先の被害を最小限度に食い

止め､負の通産を次代に残さないように必死の運動を進めております｡

○　そうして政治的に解決を要する緊急事秦は増加の一途を辿り､しかも

安保やペルー人質事件のように国際化の様相もまた多くなる事が予想さ

れます｡

○　したがって患者会活動は内部に向けた活動にも増して他患者会､団体

との連携活動が益々求められて来ています｡しかし､それを支えるもの

は単一患者会組織が基盤になっている事も忘れてはならない｡

●　(北海道難病嵐全国筋無力症友の会(本部) ､日本患者会.家族団体協

議会(JPC)との関わりの中で)

○　全国塀無力症友の会北海道支部独自の活動は､主として支部組織の内

に向けての活動ですが､私たちが抱えている諸問題を解決するために

は､より大きな組織力を必要とします｡

①　北海道難病連の構成団体(部会)として

私たちの支部は北海道難病連の中にあっては｢筋無力症部会｣として他

の部会と協力して各囁の活動を進めております｡
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筋無力症部会から難病連に､次の役且を出しております｡

○　難病連事務局長(1)　○　理事(1)　○　評議旦(3)

○　事業資金委旦　(1)　○　合同レク委員(1)

北海道難病連は現在30部会と22支部2支部準備会およそ1万2千

6百家族の組織となっておりますo

昭和58年に建設された｢北海道難病センター｣は全国に例を見ない

施設であり､北海道の医療と福祉の向上に呆している役割は誠に大なる

ものがあり､全国の注目を集めております｡他府県の患者会活動とも相

侯って難病センター建設の気運が全国各地に起こっております｡

また､この難病センターは難病連の充実発展に伴ない狭随となり､増

築を必要とする現状になってから既に久しく不便の度合いは年と共に増

しております｡今後とも継続的且つ強力な増築･改築運動を進めて行か

なければなりません｡

②　全国筋無力症友の会(本部)との関わりの中で

全国運営委員会と全国総会には代表を送り､その中で他支部との協力

を計り､本部休制強化に側面から支援しております｡

また､全国各支部との情報交換等を通じ相互の融和と協力を囲ってお

ります｡

③　日本患者･家族団体協議会(J PC)に対して

北海道難病連は更にJ PCの構成団体として､医療･福祉の向上改善

に向咋て国会革願活動や政府陳情行動を嘩じめ､各種の活動を続けてお

ります｡そうしいてその活動の充実発展が国民の代弁者としての地位を次

第に確乎たるものにし､患者の声を国政に届ける道がひらけつつありま

す｡

く支部活動) -1 9 9 6年度の特色-

①　相談件数(15-12)

相談件数の漸減という圭的な変化と共に医療相談オンリーから生活に
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●

関わる福祉面へと質的な変化が顕著に現れています｡

(診　新入会見(5-8)

③　退会貝　(13-13)

会員死亡(5) ､退会希望(8)

④　会費納入状況(70%-75%)

納入率は年度により増減にばらつきがあり安定的な率向上にはなって

いないものの例え単年度といえども好転したことを喜びたい｡

(9　機関紙｢わだち｣の発行　-･ ‥･予定どおり年4回発行｡

地区活動の活発化と相侯って会員の寄稿が多くなり､支部が目指して

いる会員による｢わだち｣の編集に向って質的な変化が見られました｡

⑥　支部総会･講演会　　　　　　　6月20日　出席人員　20名

○　講演会　:介護保険の概要と問題点　　　講師　　伊藤　たてお

(診　支部大会　　　　　　　　　　　　8月　4日　出席人員　17名

○　医療講演会　--　講師:札幌市両病院神経内科　南　尚哉先生

⑧　函館地区医療講演会　　　　10月20日　出席人見　30名

○　講師:函館医師会病院神経内科　　　　　　　　　　佐藤　達朗先生

⑨　釧路地区医療静済会　　　　1 1月　9日　出席人見　25名

○　講師:釧路労災病院神経内科　　　　　　　　　　　　山下　功先生

⑧　難病連の中で取り組む行事

○　チャリティバザー　･--　支部役員総出動とボランティアの協力を

仰いでの-大行事となっています｡各方面からの善意に支えられて､

年々実績が向上し記録を更新しています｡

○　国会清廉署名･募金　--･署名数･募金額共に昨年までの実績を

更新しています｡

○　チャリティクリスマス　--･例年に変わらぬ盛況で成功をおさめ

ました｡
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1　9　9　6　年度活動幸匝告

4月

5月　北海遭難清連捨金参加　　　　　(5名)

6月　全国捨金　(東京)　　　　　　(中道出席)

支部稔会　(朝里JTl温泉)　　　(15名出席)

7月　機関誌｢わだち｣ No98号発行

8月　支部大会開催(北見)医療講演会(17名出席)

北海道難病連兼頼患者-降着者と家族の全道集会(北見)

(17名参加)

9月　機関誌rわだち｣ No99号発行

10月　J PC団会議巌署名ー街帝行動参加(猪口中遵中村鈴木東谷)

商銀地区r医療講演会｣　　　　(30名出席)

11月　鋼我地区r医療講演会｣　　　　(25名出席)

12月　機関誌rわだちI Nol O0号発行

難病連札幌地区チャリティクリスマス参加(15名)

1997年

1月　妊病連全道役員研修会　　　　　　(3名参加)

2月　支部25周年記念施行　(沖抱)  (16名参加)

3月　難清連チャ))ティバザー参加(猪口鈴木竹村中村高橋下広東谷

概丙誌rわだち｣ Nol O1号発行

難病連部会軽理打合せ　　　(東谷)

その他難頼連理事会6匝卜事業資金委員会4回出席

合同レクリエーション実行委員会4回出席

月1回支部役員金持催　平均5名出席

-　6-
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議案(3)

全国筋無力-二友-会-海連支部

1 996---計-査報告

上記の件ついて-鹿正なる監査の括果､適正であることを

報告いたします.

1997年4月10日

会計監査

氏名下方　東　⑨

氏名を舟-iミ㌃⑳

ー8丁



議案(4)　　1997年度の活動方針(秦)

○　全国筋無力症友の会本部･北海道難病漣､日本患者･家族団体協議会

(JPC)と共に､平和で豊かな社会の創造を目ざして頑張りましょ

う｡特に医療や福祉に関わる政治の動きには関心を持って研修を深めま

しょう｡

○　支部の活性化を進めましょう｡-事務局に新風を送りましょう-

･事務局体制の強化　--･事務局役員の増員と若返り

･患者･家族の要求の掘り起こし　-･-何でも話し合える仲間づく

り､会員と事務局の信頼関係

. 21世掛こ向けての活動の創造　-･･.若い力･新しい考え方の斗

入･地域における患者会活動の振興

○　運動の輪を広げましょう｡

･　友の会賛助会員の加入促進

･　難病連協力会且の加入促進

･国会請患者名･募金活動の促進
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1　9　9　7　年度行事計画

4月

5月　　支部稔会､夕食交淀会　(北湯沢)

難病速達会

6月　　全国鳶会　　(仙台)

積何誌　(わだちNo102号発行)

札幌地区合同レク

●　7月　支部大会　医療講演会

全道集会　札幌

8月

9月　　横河蓋　(bだちNol O3号発行)

10月　　地域巷議会　(膏血)

11月　　J PC患者･家族集会(大阪)

12月　　機関誌　(わだちNol O4号先行)

建頼連チャリティクリスマスパーティ

1月

●2月　全四運嘗委員会

3月　　撮閑話　(わだちNolO5発行)　畜舎経理打合せ

建病連チャリティバザー
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議薫く6) 1 9　9　7年度役貞蔓改選

支部長　　　猪口　英武

副支部長　　　鎌田　　殺

中道　和子

事務局長　　　東谷美智子

会　計　　　　東谷美智子

会計監査　　　下広　栄

葺合えみこ

運営委員　　　伊簾たでお

横木　敦夫

中村　待子

鈴木怠美子

竹村　慶子

福田　育子

連絡会

(池川地区)　滝田　清市

(釧路地区)　青田　典子

狩野　美幸

(白糠地区)　二瀬　野二

(帯広地区)　小野阿政子

(北見地区)　成田　あき

(空知地区)　林　　玉子

(苫小牧地区)鈴木　淳子

(両虎地区)　三晶奈嘉子

大沼美克子

(静内地区)　葛野　盛事

(横河蓋編集委貞･難評議貞)

(全EE運曹委員)

(機関誌編集委貞･難　理事)

(積何誌編集委員･難評議員)

(捷専務理事.赴事務局長)

(磯何社爾集委鼻.舞評議員)

(機関誌編集垂貞･難事業資金委員)

(機内誌蕪集委員･赴合河レク実行委臭

く機内誌串集垂貞)

(積何誌編集挙兵)

(発泡JIf支蕃役貞)

(難針路支部事務局長)

(亜白糠支部支部長)

(赴帯広支部謝事務局長)

(難北見支部役貞)

(亜育館支部役貞)

(発商館支部後月)

(簸静内支部役員)
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みんなのひろば

⊂総会近情8まカまき　よ　り　コ

●

●　札幌　　　　　橋本　敏夫

前もって予定していた行事と重な

って楽しみにしていたのに残念で

す｡

ワープロで今年もがんばります｡

●　釧韓　　　　　砥石　久江

5月6日重症筋無力症の手術を受

けますので､今年は出席出来ないよ

うです｡来年はきっと行けると思い

ますので楽しみにしております｡

●　函館　　　　　赤坂　勇吉

前略　病気の方は少しずつですが

進んでいるようです｡

でも､病気に負けず明るく頑張っ

●　ています｡

●　札幌　　　　　太田　柳子

お腹の手術をした後あまり良くあ

りません｡

[突然の卦報です｡ 6月17日朝急

逝されました｡享年64歳でした｡

謹んでと冥福をお祈り申し上げま

す｡ ]

●　網走　　　　吉田　静子

昨年より心臓の方が悪くワーファ

リンを服用して治療しています｡

2週間おきに厚生病院に通院して

います｡

卓　札幌　　　　　工藤　紀子

体調はまあまあですが変わらず通

院しております｡

ちぎり絵をはじめ余暇を過ごして

います｡出席できませんが､ご盛会

を祈ります｡

●　札椀　　　　　俣野　　優

大変よい季節となってきました｡

何時もお世話になり有り難うござい

ます｡体調不充分のためよろしくお

厳い申しあげます｡

●　白老町　　　　折笠　祝子

体調がすぐれないので欠席いたし

ます｡友の会の皆様のご清頻を祈っ

ております｡
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●　札幌　　　　　下広　　栄

妹の旦那が入院して､あまりよく

ないので失礼します｡

+　釧韓　　　　　羽,37　静子

皆様お元気でいらっしゃいますか

支部ニュースお送り下さりありがと

うございます｡皆様方の革が家に居

てもわかり心強く思っております｡

毎日を元気に過ごさせていただいて

おります｡欠席を残念に思っており

ます｡

●　釧路　　　　　狩野　美幸

昨年は医療耕帝のために釧路まで

ご足労くださり猪Hさん､中道さ

ん､東谷さん大変お世話になりまし

た｡

厳しい冬も過ぎ､青とともに日々

体調をととのえつつ元気に過ごして

います｡

●　豊浦町　　　　庄子　久子

ご無沙汰致しております｡折角近

くで開催される総会なので出席した

かったのですが､ 1月下旬から入院

中で5月22日には検査があり24

日の出席は無理のようです｡

筋無力症の方は変わりないのです

が心身の疲労が強くて休養のために

入院したのですが､思いもしない病

気が出たため､あれこれ悩み苦しん

でいる毎日であります｡

休養のために､入院したのが､反

対に苦1,む事になるなんて皮肉なも

のです｡皆様もお体を大切にして下

さいませ｡

●　滝上町　　　　岡本　静江

支部の皆様には大変ご苦労様で

す｡薬が効いて菜ですが変動があり

ます｡ H S Kのdわだち-　とても参

考になります｡これからもよろしく

お帝いいたします｡有料でもかまい

ませんお願いします｡

●　豊富町　　　　池田　英子

毎月の病院通いも5年が過ぎよう

としていますが､今のところ､これ

といって悪い症状が出ないので前向

きにガンバッチ進んでいます｡

●　帯広　　　　　小野関政子

いつも出席できず申し訳ありませ

んo　変わりなく元気に過ごしていま
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●　赤平市　　　　林　　麗子

支部総会に出席できず本当に残念

です｡丁度法事が重なってしまい申

し訳なく思っていますC　私も年明け

から肺炎を起こして大変革い2か月

を過ごしましたが､今はもう大丈夫

です｡いろんな面ですべて一人でや

らなくてはなりませんのでとても大

変ですが､何とか頑弓点っていられる

こと感謝しています｡皆さん楽しん

で下さい｡

●　江別　　　　　宮川　正子

MGのほうは今のところなんでも

ないのですが､気管支炎のほうが良

くならないもので今年は欠席させて

いただきます｡

+　札幌　　　　鎌田毅･瞭子

大分調子が良くなってきたので､

ひょっとしたら久しぶりに皆様にお

会いできるかと期待していました

が､又々ひどいめまいに見舞われ残

念ですが欠席させていただきます｡

皆様によろしく｡

●　札幌　　　　　中易　　守

胸腺摘出手術をしてから3年目､

外泊する時も薬を忘れるほど回復し

ました｡

●　北見　　　　　佐藤　貞行

お陰様で毎日の生活には支障なく

過ごさせて頂いています｡とはいっ

てもリュウマテも併発していますの

で動きが遅くふしぶしが痛むので出

かけられませんが皆様にはよろしく

のほど　--

●　千歳　　　　　広瀬　京子

今年は､昨年12月20E]に風解

を引いてから体調が今-で大事を取

って点ります｡仕事は体調を考えな

がらしております｡

●　伊達　　　　　古田　孝子

その後､なんの変わりもなく毎日

元気に生活しております｡

●　釧路　　　　　南緯　道男

胸腺摘出手術後1年半経過しまし

た｡ 70%は回復しましたが､疲れ

易いのが困っています｡徐々にリハ

ビリをやっております｡支部総会の

盛会を祝

します｡

- 1 5　-



●　函館　　　　　桜庭　秀勝

現在､朝の体魂がよろしくないo

力'J);なくなったV)､又おさまったIつ

の繰り返しで行事のi:うです｡

+　北見　　　　　芋庖　腐子

昨年10月､ 1 1F日本調が悪く入

院していましたっ　内科･眼科.整形

外科･神種村と柄院通いの毎日で

1,

支那総会とても楽しそうですわ.

奉加できないのがとても残念ですっ

+　苫小牧　　　　鈴木　淳子

元気で頑張っています,

皆様に上ろしく由して下さい｡

+　新冠町　　　　葛野　盛孝

風邪を引いて､あまり調子が良く

ありませんので,出掛けられません

皆様によろしくお伝え下さい,

+　浦河町　　　　宇野　芳子

2月境に体調をくずし､二J)一週

間位前に退院rJたばかりで｢すーっ

◆　蘭越町　　　　橋場佳代子

息子も高校を卒繋し家にいなくな

りましたので是非今年はUL.帝をと思

っていましたが棒鋼をくずし身体が

まだ思うようでないため残念ながら

大帝いたします,

追伸　X-P心電図､血液検杏でも

異常がないのですが塀脈(時々結滞

あり1です｡現在プしトニン10mg

メスチノ　ン2､5　錠､マイテラーセ

1 5綻服薬しています=　二わらの薬

の中で長く飲んでいると額脈を起こ

す秦があるんでLようか細r)たいと

思います-, ( ■97. 1日末まで琉

アトも飲んていました)

◆　旭川　　　　　谷　　隆子

とくに賓わりなく.仕事に靭んで

おY)ますっ

+　伊達　　　　　渡部サダエ

年に一度です心待ちにしています

都合により直接ホテルへ行きますっ

/:t後に体調おもわしくなくな11.

欠席となりました,

その後いかがで丁かo

●　砂川　　　　　本田美津了

また皆さんにお会いできることを

菜しみにしています.

- 1 6　-



+　札幌　　　　　Fi野美智子

病気を宣告されて､はや2年･が紹

とうとしていま1｡崩印は不安ばか

りでしたが､今こま元気に仕事をして

います｡

積れて､フッといつもにない症

状が少し出ることがあり　ますが､

気分!と流せばまIJ>:とうにか,'1>i')ま

●　丁一軒ま的ちと一まいかないけれ
と､少しでも明るく克郎員っていきた

いと習.います.

+　札幌　　　　　高橋美洛子

花の季節になり､軌も土いじ:)な

とで楽しんでいます)

よろし　く.お願いします｡

●　fL槻　　中村真由美･待子

5日の連休に家族で秋田まで行っ

てきました｡今は少ヤ積れぎみです

が.総会までには元気になれると思

います､,長距離トライブにtt)たえら

れるようにな;〕少しずつ元気になっ

ているようです｡

+　fL械　　　　　1戸マツエ

存らしくなりました､家令ばかり

の毎日で1ので楽しみ;:しています

+　fL畔　　　　　伊藤百合子

高田きみ子

元気で動いて.おりま1､早く,J'nT違

いしたいです｡
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Q

事務局　だ　よ　りも
q

◆　5月24日ー平成9年度支部稔会は札幌を破れて､北港訳海兵にて患

者家族､ 16名で甫催しました｡稔全車了後ー海兵につかり､夕食をEFみ

ながら真読を深めました｡

◆　6月1日1 2日JPC鑑会･国会議席が東京で同催され､筋無力症部

会より1名(中道和子)が参加しました｡

◆　6月7日､第27回全国捻会が仙台の秋保盗泉舞に放て開催されまし

た｡北海道支部からは_ 5名が参加｡全国各地から患者-家集120名

が集う盛況となりました｡

今年の稔会で例年と臭った点は､臨時運営委貞会(金田運営委員会バ

ート耳が捨金に先だって持たれたことでした｡これは全ESl運嘗委員会や

絶食の持ち方･会費の同鳶等々各支部からそれぞれ意見が出されており

これを捨金の葛で字義することは時局的にも無理があり進行の上で轟乱

が予想されると判断された為です｡

全国運曹要貞会バートⅡとそれに披(第2 7回投合には並海遭支部の●

伊藤たておさんが進行をつとめられ､囲簸な条件を克服して､みのりの

多い括詮を引き出して終了させました｡伊藤たておさん､ご苦労社でし.,

た｡

註=　本部･各支部から出されている重要案件については萎巣食(本

部役貞十静岡支部･茨城支部･神奈川支部の支部長)を構成して

早急に字義することになりました｡今後この委員会が適切に機能す

ることを患うものです｡

- 1 8-



◎　捨金では､来年度の盆会を平成10年6月6日(土)群馬県桐生市で-

尿催することを決め､空どおりの麓会で無事終了しました｡

◎　捨金の後は観光で辞めくくり一一一6月8日　平泉の中尊寺-毛超寺

げいび渓舟下りの親光を終えて散会しました.

喪
◆　第24回薙帝患者･障育者と家族の全道集会が開催されます.

詳しくは｢なんれん｣でお知らせが届いているとおもいます.

0　ところ　札幌市中央区北2粂酉7丁目かでる2･7　920号室

●　　○　と　き‥7月26日(土)全休集会13:00より

7月27日(日)　分科会10:00より12こ00まで

証:缶無力症部会では交読会を貫きます.

例年は講黄金をしておりましたがー今年は交涙金にしました.

今年は先帝連事務局長の伊藤たておさんに-医濠と介護の(同蓮点/l

をお話をしていたたきます.昼食後散会とします｡

大勢の参加をお待ちしています.

0　参加される方は7月20日までに東谷にお電話下さい.

丑01 11386-4560

●
嵐｡｡｡嵐｡｡｡島…島…

新入会員のご翁冒介

砥石　久江　　　　　釧路市

宮川　正子　　　　　江別市

穏見　和美　　　　　札幌市

平成9年4月から入会の方々です.

よろし<お寄いします｡

-19-
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｢花火1=　ツ　ト｣　販売協力お願い

今年も｢花火セット｣の販売を開始いたします.今年の販売価格は.昨

年と同棲に消費瑞を内税にいたしました｡

建病連の販売価格は必ず守るようお願いいたします_なお.送料は無料

(茸柄連の負担)ですが､なるぺ(まとめて注文して下さるようにお餅い

いたします.

r花火セット｣の販売.乱とも患者Eg体にとってかかすことの出来ない

《お問い合せ》

〒064　札喋市中央区甫4粂香川丁目

(財)北海道難病連

TEL 0 1 1-5 1 2-3　2　3　3

FA‡ 0 1 1-5 1 2-4　8　0　7

◎申込み締め切り日　　　7月31日(月)

◎丘　柊　発　送　日　　　　8月4日(木)

～～･I～～～～～～～～---～-----～-～--･-～---～～～～

◆平成9年度の会費納入よろしくお長いいたします｡

会費は年間3600円で､うち2100円は本部へ肋入､残り1500

円が支部満載の財源になります.賛助会費は年間1°1000円です｡

同封の撮着用故で送金してください.郵最02770-6119712

全国筋無力症友の会北海道支竜

一　2　0　-



●

あ　とカヾ善

☆私の夢､それは会員からの声が沢山､たくさん掲載された｢わだち｣で

すo皆さんの日常の生活の中から､それとなく語り出されるような言葉で

頼帝です｡皆さんの力で｢わだち｣に生命を注ぎ込んでくださいo

お待ちしておりますo　　　　　　　　　　　　　　(猪口)

☆夏至も終わり急に気温も上がりやつと夏になりましたね｡お元気ですか｡

九年度最初の｢わだち｣発行､汗をふさふさの作業です｡

支部総会.全国縫会･わだち編集と慌ただしいひと月でした｡六月中に

発送できはっとしています｡皆さんのお便りをお待ちしていますo

(東谷)

☆太田初子さんは､友の会発足時からの全点でした｡

そのころもルカ病院へ入院されて居て､長いこと症状は良くなかったので

すが･ここ数年前から立てるようになり､歩けるようになっていました｡

ところが昨年八月肝臓がんの手術をされたそうです｡治療のかいなく､が

んには勝てなかったでしょうか､今月17日お亡くなりになりました｡

実に､ 28年間もの入院生活だったそうです｡享年6 5歳でした｡

合掌　　(中道)

☆今年は冷夏と言われていたのが､六月からこの暑さ､体のほうがついて

行けないElがつづいていますo前回の｢わだち｣にも書きましたが､私の

●　大好きな､ ｡んけんバンドのコンサートが七月にありますo夏にふ,-.L

い音楽なので今から楽しみにしています○　　　　　　　　(中村)

☆福田さんと鈴木さんも｢わだち｣づくりの作業を手伝っていただ善まし

た(,



●

---烏なたの会費は､-一一-一一---------.～-------一一--一一､

平成　　年まで納入されています,

会苛納入は.同封d)撮曹用紙をご利岡ください巾

(車間36O O円)

編集人/全国筋無力症友の会北海道支部

〒064札幌市中央区南4粂酉10丁目

北海道難病センター内丑(011)512づ233

発行人/北海道身休障宥者団体定期刊行物協会

札幌市西区八軒8粂東5T目4-18　細川　久美子

昭和48年1月13E]第三種郵便物認可　HSK通巻303号　1部50円

わだちNo.102平成9年6月10日発行(毎月1回10日発行)
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