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☆一一一一全国膠原病友の会北海道支部-☆

絨20周年謐汰会のお舶せと浦い

心

　

２０周年記念大会もいよいよ２ヵ月後に迫り、記念誌の出来上がりと合わせ

て、焦りと不安と期待の入りまじった心境の今日佐め頃ですとご゛

記念大会の主なスケジュールが決まりましたのでお知らせ致します。記念大会

に出来るだけ多くの皆さんに参加して頂くために、毎年６月に行なっている支

部総会を今年は開催しません。
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そこで今回前もって議案書をお送り致しますのでご検討の上、ご意見やご質問

のある方はハガキか封書（電話では受け付けませんのでご了承下さい）で事務

局までご連絡下さい。この議案書の承認等については、８月１日の全道集会終

了後の友の会交流会の中で、少し時間を頂いて行ないたいと思います。

　

今年度の特殊な事情をご理解の上、ご協力をよろしくお願い致します。尚、

記念大会・交流会の具体的な内容については、『いちばんぽし』であらためて

ご案内致します。

スケリュール
9/5 (土）

　　　　　　　　　　　

，ｊ〆｀
１３：00

　

受付開始

　　

記念大会：北海道難病センター

１３：３０

　

開

　

会

＊記念講演

　

‥

　

北大病院第２内科

　　　

佐川

　

昭先生

札幌市中央区南４条西１０丁目

　　　　　　

・

　　

3011(512)3233

　　

(札幌までの交通費は半額補助)

　　

友の会北海道支部前支部長
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礼子

　　

ン

　

＊来賓紹介・挨拶

　

＊祝電・メッセージ紹介等

閉

　　

会

センター出発

　　　　　　　

・

9.ノ６（日）

由緒あるホテルで一泊した

次の日は支笏湖畔で楽しい
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一時を過ごしましょうＬ

18:30

　

交流会
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１日目終了
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平成3年度　活　動　報　告

22日　支姦長会議

第60回理事会

25日　第10回実態調査委員会

-【8　月】

20日　第4回運営委員会

14日　役員会

18日-19日　難病連捻会

23日　役員会

25日　第18回支部社会(21名参加)

26El　医療相談会

(会員25名､家族2名参加)

地区担当者会議
(第2回運営委員会)

6日　いちばんほしNn79発行

14日　第61回理事会

23日　第3回運営委員会

27日-一28日

第18回全道集会ー分科会
-虻円町洞爺-

l l9

2

月】

日　旭川地区医療講演会

El　第62回理事全

日　事業･資金委員会

日　第5回運営委員会



10日　J PC匡卜会話頗街頭署名

12日-13日　北見地区連絡会10周年

交読会( 16名参加)

相談会(13名参加)

15日　第6回運営委員会

7日　第64回理事会

15日　チャリティクリスマス

パーティー

(アップル会を兼ねる)

26日　いちばんぼLNn81発行

13日　合同レク実行委員会

15日　いちばんぼLNn82発行

第8回運営委員会

22日　第65回理事会

24日　記念誌打ち合せ

27日　事業･資金委員会

(チャリティバザー
実行委員会)

7日　第63回理事会

13日　記念誌打ち合せ

16日　いちばんはLNn80発行

第7回運営委員会

14日　役員会

18日-19日　役員研修

25日　新年会

(アップル会

30日　｢北海道無病白書j

発刊記念祝貫会

31日　事業･資金委員会

(チャリティバザー
実行委員会)

7日- 8日　春のチャリティバザー

13日　｢屡原病･リウマチ科｣設置

についての要望書提出
(北大病院)

日　役員会

日　経理打ち合せ

目　実務担当者会議

日　記念誌打ち合せ



平成3年度の音言動をふりカーえって

(1)はじめに

平成3年度の活動も､活動方針にそって無事に終えることが出来ました｡中

でも北見地区1 0周年に合わせて地方で初めて行なわれた医療相談会や､ 8 0

名もの参加を得た旭川での医療講演会は､地区の運営委員や北海道難病連鵜川

支部のご協力によるものと一心から感謝する次第です｡また発病連の行事にも

積極的に参加して､他の疾病団体との真読や連帯の強イヒに努めてきました｡た

だ一昨年より積会があるごとに述べてきましたが､運営委員の少ないことが少

ない運営委員の大きな負担となってきています｡私たちの活動は､病気をもっ

た私たちがやらなければいけをいことーそして私たちがやってこそ本当の活動

といえることを､ほんの少しだけ考えてみて欲しいと思います｡

5月2 3日勝原病友の会の支部長会議が行なわれる日の朝の朝日新聞に､難

病の子供の治療費に一部自己負担を導入するというー厚生省の検討会がまとめ

た報告書のことが載っていました｡それによるとー親のニーズが治療費の補助

より在宅対策や長期入院児童の対策などを求めているための見直しだというこ

とです｡このいっけん親のニーズに合わせた制度見直しのように見える内容が一

笑は健康保険本人の一部自己負担導入や老人保険の一部自己負担金の度々の値

上がりのようにー必ず精神的な負担以上に経済的な負担としてー重くのしかか

ってくることが充分に考えられます｡と同時に､私たちにも｢ついにきたか｣

という思いでうけとめる日が必ずきます｡

私たちが『特定疾患』と呼んでいるこの制度は､法律で決められているもの

ではなく､毎年大蔵省で予算化されて『特定疾患治療研究事業』として実施さ

れている『実施要綱』でしかありません｡私たちが治療研究に協力することでー

自己負担分がEEZから支払われているわけでー患者数がかなり多いS LEなどは､

予算の中からはずされることが充分に考えられます｡はずされないとしても一

部自己負担や外来のみ自己負担などの見直しがされてくることが予想されます｡

北海道難病連では､発病対叢についてはもはや個別での要望では社会の状況

に合わない面もあり､ 『捻合的な発病対策』の実現が必要であるとの点では､

厚生省の担当者との間でも認識を一致させることができたと述べています.

今年結成20周年という大きな節目の時期を迎えるにあたりーこれからの患

者会活動がどうあるべきかを､会員-人ひとりが真剣に考えることが必要な時

--4--



にきていると思います｡.そして差別のか､本当の意味で?平等と文化的な生活

が保障される社会の実現をめざしてー多くの仲間と手をつなぎー活動を前進さ

せましょう｡

(2)医療讃満会･相談会

開催日 丶ｨﾜ2褪�Rﾒ��ｨ��テーマ ��講師名 伜�����ﾉ�B�

5/26 倅Ig��医療相談会 3つのグループに ��北大病院第2内科 藤嘆淳先生 勃医協中央病院内科 中井秀套己先生 �#ykﾂ�

分かれて質疑応答 ��札幌社会保険稔合 _病院内科 向井正也先生 

7/28 ��69*ﾂ�『勝原病の瞭衰指導に ��勃医協中央病院内科 �#)kﾂ�

-洞爺 �,(*(,H�Δ��(h皐�ｴ��i�b�

9/8 畔�ｨ､��『謬原病の合併症と ��勤医協丘珠病院内科 塔�kﾂ�

治療の最新情報』 ��田村裕昭先生 

9/29 冉ｸﾊ��医療相談会 ��北大病院第2内科 ��9kﾂ�

(北見地区連絡会主催) 3つのグループに ��佐川昭先生 北見赤十字病院内科 種市幸二先生 

分かれて質疑応等 凾ｫ西井勲先生 

pp- 5 I--



(3)財政話勤

上記のほかの還元金としてー全遵集会協賛広告1 8, 000円ー贈答館(お

歳暮など) 2, 1 19円などを含め鑑計は222, 475円でしたb

(4)機関紙について

平成3年　　4月10日

7月10日

11月10日

12月10日

平成4年　　2月10日

( 5 )国会請願署名と募金運動

平成3年度

還元金　l　7662円

NO, 78

NO, 79

NO. 80

NO, 81

NO, 82

三讐1竺竺竺
393名i　　746名

34243円

6848円

∩- E)--

66022円

12()04円

平成2年度

497名

51300円

10260円



( 6)運営委員会(活動報告参照)

(7)会員の状況　(平成4年3月現在)

会員数　　272名　(男　23名,女　249名)

SLE 仄ﾙNx��皮膚 筋炎 ��ﾙJﾙ�ｲ�ｽ�｢�SS �4ﾄR�58+ｲ�

札幌市内 鉄��I 9 釘���∋ ��2�"�B�2 1 

石狩 迭�3 �1 

後志 胆振 上川 釘������2 5 �1 r1 1 

空知 ��"�2 �1 3 澱�

十勝 ��r�1 剴��1 1 

北見-網走 �#��5 1 �������免ﾂ�

釧路 途��1 ���

渡島 桧山 日高 宗谷 根茎 留萌 道外 ��"�����"�"���2��1 i �������

合計 ��cR�28 途�l 13 �3��5l 

<その他の内訳>

強皮症･多発性筋炎

SS･橋本病･ ･ ･

強皮症･多発性筋炎

SLE･皮膚筋炎･

不明･ ･

皮膚筋炎･ ･4名

- ･2名　　慢性関節リウマチ･ -　･ A ～ ･2名

I - 1名　　強皮症･皮膚筋炎-　　　　- 1名

- I 1名　　MCTD･SS･ ･　　　･ ･ 1名

･7名

--7--



嘘各地区の活動報告と方針幽

/-プ誕乙-ll/,--メ:敏一一一一凝乙-一/　□市川　利一

≪平成3年度活動報告≫

4月10日　平成2年活動報告_収支決算報告

5月11日　花見　一上川エスポワールの丘-

5月25日一一26E]支部給金　一札幌一

6月　8日　野村さん送別会

7月　7日　旭川身体障害者体育祭

7月27日へ28日　全道集会　一洞爺-

9月　8日　医療講済会

10月30日　観楓会

12月15日　旭川地区クリスマスパーティー

1月38日　新年会

≪平成4年度活動方針》

4月　　平成4年活動計画ー収支決算報告

5月　　花見

7月　　全道集会

旭川身体障害者体育祭

9月　　友の会20周年記念大会

1 0月　　観楓会

12月　　旭川地区クリスマスパーティー

1月　　新年会

(10名参加)

( 8名参加)

( 2名参加)

( 12名参加)

( 2名参加)

( 5名参加)

( 79名参加)

日3名参加)

( 4名参加)

(17名参加)

-/簡-∫//jig-/二竣//左更二-/　□扇田　裕子

昨年は私の膝の調子が悪くー役員しての活動は何も出来なかった事を会員の

皆様には申し訳なく思っています｡

お陰棟で足の調子も良くなり､今年は少し出来るかと思います｡

今年は友の会20周年ということでーそれに向けて近々交流会をもちたいと思

一-8一-



います｡その中で一昔が望んでいる事は何なのか-を参考に具体的に方針を決
I

めて行きたいと考えて耳､ます善書3紘一j-､

又一会の活動にとても協力的な会員の方もいてくれるので､私一人の役員で

はなくー活動でもない､みんなでやれる友の会づくりの体制を伴って行きたい

と思っています｡

-ノ貰-/~去左ン/ー堆一一/甚こ一//　□館村　洋子

､

《平成3年度満動報告≫

5月11日　親睦会(12名出席)

◎全道集会参加の件や､今年度の括動内容について話し合う｡

近々結婚される会員へお祝いの寄せ書きをする｡特にー外の

若い会員の方々には励みになったのではと思います｡

7月26日-27日　全道集会参加(3名)

9月27日　親睦会(9名出席)

◎食事をしながらーそれぞれの近況報告や病状等を話し合い､

いろいろ意見交換が出来ました｡

12月lEl　ふれあい広場(昔広福祉会館)にてバザー

12月　4日　忘年会の集い(10名出席)

◎新年会を兼ねてーゲームやプレゼント交換等､楽しいひとと

きを過ごしました｡

3月18日　年度末会合(9名出席)

◎ミニ便り｢あゆみ｣ 3号配布､.新年度役員選出､その他

《平成4年度活動方針≫

o隔月毎に会合を持つ

親睦会ー勉強会､戸外でのレクリェ-ション等

o誕生カード､記念品の発送予定

oミニ便り｢あゆみ｣作成

この｢あゆみ｣や会合での話し合い等を通じて､会員相互のつなが

りをさらに深め､励まし合いながらー前向きに病気と付き合っていけ

たらと思っています0

--9--



一一一ノ二カE-/IjZ-/fLg･-ノ塚/　　□加藤　禎子

≪平成3年度活動報告》

6月30日　網走での交法会　　一喫茶店きょうはく一一　日0名出席)

9月1日　難病連北見支部合同レクリェ-ション参加
-北見市総合福祉会館- (6名出席)

9月　7臥8日　ふれあい広場での氷水販売
一北見市詮合福祉会館- ( 10名出席､日赤看護学生Vo17名)

10月12日-13日　北見地区10周年英議会､医療相談会
一自然休養村センターー　(16名出席)

3月　7日　新年会､捻会　　-アサヒビール園JR北見店-　(10名出席)

◎誕生カード､プレゼント(ハンカチ)を射る

≪平成4年度満動方針》

1.誕生カードを贈る

2.難病連北見支部合同レクリェ-ション参加

3.ふれあい広場参加

4,重液会(遠軽の予定)

う.揺会

◎今年度から地区担当加藤に､会員の連絡文書等を瀬戸愛子さんが担当す

る事になりました｡又､誕生カードにつきましては一一昨年度より信本

和美さんが担当しています｡

-/i--~/富一-/准/′趣こ-/　　□藤田　郁子

≪平成3年度活動報告≫

6月19日　懇親会　　　(7名参加)

7月24日　JJ　　　　　(5名参加)

9月　8日　旭川医療講演会(3名参加)

9月11日　懇親会　　　(5名参加)

1月　　　温泉にて新年会(4名参加)

≪平成4年度活動方針≫

6月に望潮台(風連)にて花見を予定｡その後ー　2カ月に1度の割で集

まりたいと思っています｡昨年は偶人的な(臥)都合で思うように集まれ

､10､



ず､皆様に迷惑をかけすまなかったと思っています｡今年も元気で常でが

んばりたいと思っています｡よろしくお願いいたします｡

_-/萌し--′俊一-一雄-/趣ニ-/　□安田　史子

≪平成3年度活動報告》

札幌地区の連絡担当者がいないまま､活動らしい活動もできない1年でした

012/15 (日)　難病連札幌地区主催｢チャリティクリスマスパーティー

(忘年会兼ねるー10名参加)

0 1/25(土)　新年会(道友会と合同ー14名参加)

≪平成4年度活動方針》

他の地区のようにきちんと札幌地区として独立できないことが､このよう

に満動を少なくさせたのかもしれません｡集まりやすいようで､なかなかみ

んなが集まってくれないということもあり､何か計商しても参加する顔ぶれ

が決まってしまう現状です｡自分の生活が優先することは当り前のことです

が､そのはかのことをする時間が全くないなんてことはあり得ないと思いま

す｡その少しの時間を友の会の活動に割いてくれたらー　もっと活動も活発に

なるのではをいかと思います｡

何もしないことは簡単ですし禁です｡しかしーそれは誰かに負担をかけて

いることになるのです｡同じ病気の人が集まっている会で､ただお客さんに

なっているのでは会に入っている意味もないと思います｡皆が少しずつ力を

出し合って会を捕動させていくことが基本だと思いますので､せめて札税地

区の酒動がそうありたいと思います｡一人にかかる負担をみんなで分担しま

しょう｡具体的な計画はたてられない現状です｡

へ_ll-



平成3年度　　決　算　額　告

収入 剋x出 

道費補助金 都s津����事業費 ��ﾃC�"ﾃ3Sr�

会費 ��ﾃ�s�ﾃC���<会議費> �140,810 

寄件金 �#3bﾃsモ�≡難病連参加費 �22,200 

事業収入 塔bﾃ3�綯�役員会費 �53,611 

その他の事業収入!60,019 剪�實�c費 �.64,999 

参加費収入 ���"ﾃS���<医療講演会> �161,041 

協力会還元金 涛2ﾃS���く患者大会> �281,651 

募金箱還元金 湯ﾃSC��<礁開放> �181,724 

署名募金還元金 途ﾃcc"�く地区育成費> �261,905l 

受取利息 �2ﾆ塔��く相談員補助> �60,000 

姓収入 唐ﾃ����<活動費> �253,937 

積立金取崩収入 �#��ﾃ����く全道集会> �81,249 

前期繰越金 都b纉���く鹿導パンフ> �70,040 

※事業収入内訳 oお正月飾り27.483円 o花火43,100円 o雑貨15,733円 (乾パン､シャンプー他) ※次期繰越金内訳 現金5,680円 銀行預金234,164円 郵便振替64,037円 預り金△14.700円 (本部会費) △44,looロ !`平要題妄' 剳遠結瀛840,500 

…全国会負担金 �546,000 

…維持会費 �293,000 

書HSK負担金 �1,500 

維持運営費 ��SRﾃ鉄��

き通信費 冤 73,327 

事務用 佰ｸ鍈�19.982 

■事務局費 �57,179 

資料費 �5,470 

次期繰越金 �#CRﾃ����

合計i2,733-896 剄㈹v �"縱32ﾃンb�

∫-12--



平成3年度　会　計　監　査　報　告

平成3年度における全国勝原柄友の会北海遭支部の会計を､帳簿と

領収書を照合した結果､適正であることを報告します｡

平成4年4月20日

(会計監査)

氏名液軋泰子@

氏名躯ムの里療

一一13--



平成4年度　活　動　方　針(莱)

1.勝原病の原因究明と治療法の確立要望

2.札幌等の専門病院に受診する地方在住者のための通院費助成を要請

3.厚原病に関する正しい知識の普及

く医療講演会)函館-10月予定

4 _　北海遭難稿連の行事参加

o札幌地区合同レクリエーション　　6月28日(日)

0第19回全道集会　　8月1日(土)-･ 2日(日)札幌開催

oチャリティクリスマスパーティー　12月20日(日)

oチャリティバザー　　平成5年3月　6日(土)-7日(日)

5.旗閲紙｢いちばんほし｣の発行(5回､ Na83-Nn87)

6月10日､ 1月10日､ 8月10日､ 1¢月10日､ (平成5年)2月10日

6.地域満動の推進

函館地区の医療講演会

7.会員どうしの親睦を図る

0第19回全道集会､交流会　　8月1日(土)　一札幌-

o結成20周年記念大会､交読会9月　5日(土)- 6日(日) -支第朝一

8 _資金括動に二取り組みー　自己財濠の確保に努める

(彰協力会員の拡大

②募金箱の設置普及と回収

③物品販売の協力

9.結成20周年記念誌(いちばんほしぬ85)の発行と記念大会の開催

､14′--



平成4年度　予　算(莱)

収入 剋x出 

道費補助金 都コﾃ����事業費 �2,675,000 

会_普 ��ﾃ��"ﾃ����<会議費> 剴���ﾃ����

寄件金 ��s�ﾃ����難病連参加費 剴3�ﾃ����

参加費収入 鼎#�ﾃ������役員会費 剴s�ﾃ����

協力会還元金 ���������中央会議費 剴�������

募金箱還元金 途ﾃ����く医療講演会> 剴�#Rﾃ����

署名募金還元金 ���ﾃ����く患者大会> 剴Ss�ﾃ����

販売事業収入 ���������<全道集会参加費> 剴c�ﾃ���ﾂ�

その他の事業収可50,000 凾ｭ機関紙> '{華義恵三主計i- 剴�S�ﾃ������������

受取利息収入 涛���

記念誌売り上げ 都#�ﾃ����
<地区育成費> 剴#CR�����

前期操越金 �#CRﾃ����
く相談員補助> �65,000 

く活動費> 剴���ﾃ����

負 �%8ｾ��827,800 

全国会負担金 剴S3�ﾃ3���

維持会費 剴#迭ﾃ����

HSK負担金 剴�經���

維持運営費 �197,200 

.事務局費 剩����ﾃ����

通信費 剴s�ﾃ����

事務用品費 剴#Rﾃ����

資料費 �20,000 

雑費 �2,200 

合計 �2縱��ﾃ����合計l3,700,OOO 

--1 5へ-



[半]
平成４年度役員（案）

氏　　名 住　　　　　　　　　　　所 啄四､　話

き長 小寺千明

機関紙編集担当

限局 安田史子

な計 長谷川道子 同　　　上 同　　上

i:査 渡辺愛子

秋山のぶ子 ＝ 　 　 　 ● - ・ Ｆ － ● 　 ● ご ｙ ｙ 　 ＝ ミ ｙ ｙ 　 ¶ 習 習

蚕宮委員 JLﾆf

大沢久子

滝本はるよ

札幌地区担当 未　　　定

市JI印卜
旭川地区担当

扇田裕子
函館地区担当

館判祥子
帯広地区担当

荒尾みや子

藤田浩子

加藤禎子
北見地区阻当

渡部小夜子
釧路地区担当

~16へ，



(財)北海道難病連役員

氏　　名 住　　　　　　　　　　　　　所 ｑいt　話

t表理事 三森礼子

511　事 小寺千明

議員 安田史子

大沢久子

滝本はるよ

脚担当 市瀞卜

扇田裕子

荒尾みや子

藤田浩子

加藤禎子

鈴木裕子

ごぶ政一

　

之

~17～



由海缶q) 53-13JJ

□荒尾

.日日

才子

やみ

記念古糾乍りご膏労裾です. 20同年を教えることも大変TdL'ニヒ

甘んですれお寒し致します｡

さて.原稀ですがさつ子〈逆らやて頂きます.

この乳､肇痢僻定疾患)としま''Lてついて書くことがあり､し'

ちげんばし15周年記念誌も参考Lこさせて頒さまし7---.大切なこ

とがちめんと載って㌧､て､どれを見て紅何回読んて宜し､し､

なあと感′じしています｡この間の時も改めてすごいと感動････

そんな㌦､和よんぼしです｡なおさら心配になります.せっかく

の言己食談なのに.この程序のものしが二凱1なくて申し訳丹なく

思し､ます｡これじゃダメ!.Pと言われても審き直すこと良できな

いのですが.ヘソなとこ77や脅過ぎ省みどこでtJl&,5iLいて下さ

し､.どうぞよ7)しくお癖い致します｡

それでLS.秋の終倉或輿を楽しみtこして抑ほ1.追い払み

て′忙しし＼毎日のことと思いますが､どうぞお体六郷こなさ17

下さし､｡

㊥帯広兜区の建深帝奇にかえて㊨　ロ荒尾

先日､ 3剛8創て行なわれ丁て集りL--久し移項こ出席でき､集

i侶釆れ鋤､っT-,方の碑子なども開く=とがで､さまし7--

食えばワイワイヒ話しにつき甘く.周るさしか見えませんが

実輝は薯さんそれぞ畑二大夜なようです｡し､ろいろ屯､話しを聞

いているう射て. 7:訂んT三かす1しりときてしまいました. 71も

皆さん.さすが病人のプロですれそれぞ机て工夫しtfがら衆
一一-18--



り藤えているようでした｡

それと､旗日高桑からの報昔があるかと思いますが､今年頻

お世話し､たrミいr山本さん､命ヰさんL-.代畑新和新宅黍を僻

村さん･参内さんが引手受けて下さることとtftほしf-"新し

い企画tJありそうで.また楽しい食L二なりそうです｡

帯広で射～2年ごとに世話人を交代してし､ますが､それが

良し､締剰こなJ'ているのかなと思います.大まかせLてすること

fd'く祭捜し机､下れ..みん甘で軌†食って行こうね...ヒ一首ん

ttて作る友の令とし､う雰囲気がいJ7ぱし､です｡今年席V)ミニ腰-

り3号もでき. I/活動が少しずっ解してなってさて.それぞれの中

Lこ;^hlSこんなこヒもしてみTこし､れ..とし､う餅も出てさまLlこ｡

乗り召青くと.皆さん里芋生きしてし､て寒LL､です｡とし､17'二

帯広です｡

㊨ミニイ更り3号揮見させてLtf,J,llチました.

希稀の77さ【て僑くやら.うらやまししやら‥

友の食でも見軌､た沌のです｡

.食･工費･:･乍純一>了の!村軒L-17

7月で食費が切れる動こ.郊イ更源替用紙を同好

し､たしました｡よろしくお顔し､します｡

友の令の食費しま.僻00円(年間)です

一- 1 9･･一一



務局力昌の畜知昌世
５月3旧現在

★ご寄付いたださました

　

・宮田知将に000円

　　

・伊拝加辞禅/仰卵

　

・平井園子祥

　

soo円

　　

・扇田廃子膀印叩円

　

・内海厚子祥

　

8卯円

　　

・高補栄子麻

　

/印0円

　

・種市卒二様健叩円

　　

・輪島紀子祥

　

㈹0円

　

・安孫子淳子林

　

2.670円

　　　

・荒木マヽｿ子祥

　

5別0円

★新しく入会で申ブこ方途です

　

・沼田ミエ肌E. S/3よ3/生）

・理田

　

晴子(SLf. S39. 9.3ひ生）

・掻藤英幸山王5^3^. 8.28生）

・拷藤紀芙M' (SLE. S46.S.(^生）

・子葉十代子

りがとうございまし穴

よろしくお願いします



★住所変更され穴方達です

　

・関口

　

朝子

・丸山清美卵姓鈴判

・田中

　

芙耶子

・山田

　

美瓶子

・湯浅冷子

・佐藤道代

・瀬戸栄子

・村ｍ辛計

・よ野めぐみ

・重本雅江

⑩
陥

ﾔ(ﾃﾞ

柱所産更事れ穴方ぱ電話番号もたれずに

21～







″ｆゝ･．’

靉
‘観照

　

北海道にもやっと･さわやがヽな初頁の季節を迎えていますが

皆ざんいかがお過しで１か．

　

康々、お知らせしマ参ました友の会道支部釦周年記勿予事

であゐ諏訓抄)発刊と記念大会も、いよいよ具体的な内容で

剪薯を開偕しました．記儲到認月末の発刊を予定し７いで

記念大会でヽお渡し出釆ゐﾋ厄心まず．

　

大会を成功させゐために皆さん(ｱ)ご協力をお願い致しま

竃その八めにも十分な体調で、よ･溥くの皆さん卯靭口を

期待しマリま竃
(石)
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１

丿冷

.･･'-*V･

－ －

〈編集人〉全国膠原病友の会北海道支部

　　　　　　　　　

編集責任者

　

小寺

　

千明

　　　　　

悟064札幌市中央区南4条西10丁目

　　　　　　　　

北海道難病センター内

　

c(011)512-3233

<発行人〉

　

北海道身体障害者団体定期刊行物協会

　　　　　

札幌市北区北13条西１丁目

　

神原義郎

　

昭和銘年１月13日第３種郵便物認可

　

ＨＳＫ通巻242号100円

　

いちばんぼしNa83

　

平成４年６月10日発行（毎月１回10発行）
~～~~～～～～~～～～～~~~~～～～~～～～～


	ichibanboshi_199206_083-1.pdf
	page1

	ichibanboshi_199206_083-2.pdf
	page1

	ichibanboshi_199206_083-17.pdf
	page1

	ichibanboshi_199206_083-18.pdf
	page1

	ichibanboshi_199206_083-21.pdf
	page1

	ichibanboshi_199206_083-22.pdf
	page1

	ichibanboshi_199206_083-25.pdf
	page1

	ichibanboshi_199206_083-26.pdf
	page1

	ichibanboshi_199206_083-17.pdf
	page1

	ichibanboshi_199206_083-18.pdf
	page1




