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支蒜会･

第2狐

の駐と

全肢aと随蒜会(彊a)のご案内

～1～

　

友の会の皆さん、その後お変わりなくお過ごしでしょうか。総会へ出席され

た皆さん、本当にお疲れ様でした。６月１日・２日に行われた支部総会・交流

会と医療講演会は、皆さんのご協力で無事に終了しました。

　

総会では初めに北海道難病連を代表して矢野代表理事よりご挨拶があり、ご

自分の会である再生不良性貧血患者と家族の会と総会の出席人数や日頃の活動

内容等の面で比較をされて、私たちの会をいつもお手本にしていますという、

嬉しいおほめの言葉を頂戴しました。議案についての決定事項はこの後に掲載

しています。また交流会では久しぷりのフランス料理に、皆さんたいへん満足

されたようでした。

　

次の日の医療講演会は会員と会員以外の方を含めて約７０名の参加で、札幌

開催としては初めての札幌社会保険総合病院の大西勝憲先生のスライドを使っ

てのご講演でした。丁寧で分りやすいお話に自分の病気について再認識された

ことと思います。また友の会の必要性についてもお話して頂き、心強く感じら

れました。

　

支部総会の後は全道集会ということで、皆さんのお手元にはすでに『なんれ

んJの臨時号が届いていることと思います。北海道難病連としてはもちろんで

すが、友の会としても支部総会と同様にたいへん重要な行事として位置付けて

います。今年は北見での開催ですが、申し込みの仕方や締め切り日など従来と

は異なる点もありますので、臨時号をよく読んで早めにお申し込み下さい。友

の会からの補助については以下の通りです。医療講演会は北見赤十字病院の酒

井勲先生の予定です。併せてご参加下さい。

　

全道集会は全道各地の難病患者や障害者が一同に集まり、私たちの存在を強

くアピールする場であり、と同時に他の患者団体の人たちと交流する場でもあ

ります。この機会に自分とは違う病気の人と接することで、自分の病気を違っ

た方向から見つめ直すことも出来ると思います。さらにはその地方の医療や福

祉について考える良い機会でもあります。暑い時期ではありますが、年に一度

の機会です。体調を十分に整えてふるってご参加下さい。

ざ
｜

-





第2　3回支書博捜会を終えて

理田　時子

今年も去る6月1日ー2日の両日､北海道難病センターにおいて､第23回

支部捨金及び医棄藩涼会を開催しました｡支部捨金は全遭各地から3 5名の方

が参加され､開会の後､北海遭難病連代表理事　矢野　肇氏からご挨拶を濃荒

し､大洋久子さんの司会で例年通り議事が進められました｡内容の詳細辻別記

致します｡臥議事の中で主な意見としまして､現在7地区に分けられている

地区分けは不便であったりー活動が行き届かない地域があったりして､不合理

ではないかということが出されました｡このことにつきましてはー新規に地区

を設ける場合のことなどの意見も出て､後Elの地区担当者会議で話し合うこと

となりました｡その結果､これまで旭川地区に屈していた地域の一部が､今年

度より札操地区となりました｡旭川地区から札軽地区に変更になった地域は次

の通りです｡ ･北村･菓択町･南幌町･奈井江町･由仁町･長沼町

･栗山町.月形町･浦臼町･新十津川町･夕張市･箸見沢市

･美唄市･三笠市･歌志内市･砂川市･滝川市

捨金終了後は市内のカフェレストランで交沈金を滞き､お互いの交汝を深めt

l日日が終わりました｡

2日目の医湊講演会(会員3 8名､一般3 1名参加)は,札幌社会保険捻合

病院内科　大西勝憲先生にお敬いしてt r経常柄の上手な付き合い方と将来の

展望｣と適してご講義いただきました｡前半はスライドを使って､とても丁寧

に分かりやすく説明していただきー後半は相鉄会となり､参加者からの宴間に

それぞれ答えてくださいました｡

こうして皆様の協力のもとに､ 2日間にわたって行われた今年の支部捨金､

医漢詩涙金も無事終了することができました｡ありがとうございました｡
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(平成7年度)活　動　報　告

8日　第87回理事会

22日　いちばんぼLNa99発行

第1回運営委員会

27日　合同レク実行委員会

26日　第5運営委員会

13日-14日

難病連給金(第88回理事会)

20日　第2回運営委員会

23日　事業･資金委員会

27日.-28日

第22回支部総会･交流会

医療講演会

第3回運営委員会
(地区担当者会議)

1日　第4回運営委員会

15日　第89回理事会

29日　友の会交流会

30日　第22回全道集会分科会　一札幌

第22回全道集会全体集会-札幌

2日　函館地区交流会

7日　札幌市との懇談会

15日　HIV街頭署名

30日　第6回運営委員会
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7日J P C国会請願街頭署名行動

12日　事業･資金委員会

19El　合同レク実行委員会

21日　第90回理事会

2日　第91回理事会

8日　合同レク実行委員会

16日　いちばんばLNQ.100発行

第8回運営委員会

17日　チャリティー

クリスマスパ-ティー

17日　第92回理事会

第9回運営委員会

20日　バザー実行委員会

-r-, -

4日.- 5日　　　　　　　｢

本部支部長会議

本部給金･講演会

11日～12日

J P C全国交流集会

25日　第7回運営委員会

28日　合同レク実行委員会

25E]事業･資金委員会

28日　友の会新年会

2日-3日

春のチャリティーバザー

17日　実務担当者会議

23日　第10回運営委員会

SOB-31 E3

本部支部長会議　一栃木-



平成7年度の活動をふりかえって

(1)はじめに

結成して23年､会員は385名を数え､主な活動である医

療講演会･相談会､財政活動､機関誌｢いちばんぼし｣の発行

と例年どうりの活動内容で､平成7年度も無事に終了しました｡

その中で､北大第2内科小池隆夫教授による初めての医療講

演会とその内容を掲載したrいちばんぼし｣ 100号記念号が平成

7年度の特徴といえると患います｡

小池先生からはrlOO号記念号に載ることができてうれしく思

っておりますと同時.k､ここまでこられるのに本当に御苦労が

多く､大変な作業だったろうと思います｡重ねて御礼申し上げ

ます｡ ｣というごていねいな御礼のお手紙を頂戴しました｡

医療講演会は小池先生を含め札幌で2臥難病連北見支部と

釧路支部の協力を得て1回ずつ､函館で1回と計5回開催し､

参加者数は300名にのぼりました｡

財政活動は毎年多少の差はあるものの､運営協力会や正月飾

り､ビール券などの物品販売など確実な活動資金として定着し

てきていることがうかがえます｡自助努力という点からもかか

すことのできない活動といえるでしょう｡

機関誌｢いちばんぼし｣の発送作業では､前年度から行って

いるハガキによるお手伝いのお願いが功をそうして毎回必ず何

人かの方々に来ていただけるようになり､このまま定着してい

くことを期待しています｡

こうして活動を振り返ってみますと､確かに安定した活動を

行っていることは感じますが､それがマンネリ化につながって

いないかという不安も感じないわけではありません.

活動を継続していくことが大切なことはもちろんいうまでも

ありませんが､結成25周年に向けて､友の会の将来について

もう少し考えていく必要があるように思います｡

そのためにも､各地域の皆さんのご意見も是非参考にしてい

き芸二忘芸孟言二三三這力をお廉いします｡　_′､〈騒
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(2)医療講演会･相談会

申■ヨ ���｢�7~-~マ. 俎X蹣kﾂ�参轍 

5/28 宙腦g鋳�e�ｭ(ﾉ9eｸ5ｨ985��ｲ�F病気をもう一度考えなおす 冉ｸ､9;��Xｧx�8ｧyYB�99名 ～渥療病の塩味～』 忠�c)>�怦ｻ8���揵'){)Wi�i�b�

7/30 宙腦g鋳�fｸﾖ8�)]ｹ�9���『贋原病との上手なつきあい方』 仂闔8ｺh腦g亶X鐱V����53名 ～病気とケンカしないために～ 忠>�怩��69�ｩuH諸�i�b�

10/21 忠fｸﾊ鋳�秘IX�鬩��8r�『勝原病(リウマチを除く)の 冉ｸﾊ��H�鬩V����76名 治療と副作用』 忠�c�>�怏YI+r��顗�8ﾔｹ?��i�b�

10′28 宙ｿｩр���iF韈9�h･Xｧx��5ｨ985��ｲ�F藤原-病の療養生活』 倡9zy�ﾉ*�dHﾘyV�����>�怏YI+r謄ﾒ��)YB霹��i�b�42名 

ll/12 忠I�鋳�『藤原病(リウマチを除く)め 僮��(h匯V����30名 純絹台一組 セント 俾�|8,i?ｨ�ﾙ�hｨ�,ﾉ(ﾘ�95����く副院長) 早坂隆先生 

(3)財政活動

平成7年度還元金 兌ﾙ�ﾃiD�7渥(ﾋ8ｾ��平成5年度還元金 

運営協力会 �110,750円 ���2ﾃ#S�冷�130,500円 

寡.:金箱 �5,020円 �2ﾃsォ冷�3,930円 

物 ⊂:I ロロ 販 売 ��8ﾈ��ﾈ.��17,907円 ��Bﾃ�#H冷�21,162円 

花火 田��冷�700円 都S�冷�

ビール券 ��Rﾃ���冷�14,150円 ��Bﾃ���冷�

雑貨(シけプ瑠) ��ﾃ3c�冷�15,798円 �2ﾃ3祷冷�

合計 �151,437円 ��c�ﾃ��h冷�173,741円 

※上記の他の還元金として､全道集会協賛広告9, 500円､贈答館310円

を含め､総計は161,247円でした｡そして記念誌"いちばんぼし'の

売上捌ま､ 15周年(¥1,500)が3冊､ 20周年(¥1,600)が11冊､血いちば

んぼし" No.1 0 0(¥500)が16冊で30,100円となっています｡

-7＼



(4)機閑紀について

(平成7年) 4月10日-･･･Na99

7月10日--臨時号

10月10日--鑑時号

12月10日--恥100

(平成8年) 2月10日･････.NalOl

(5)国会請願署名と募金活動

平成7年度 兌ﾙ�ﾃiD�7��平成5年度 

論廠署名数 鉄土kﾂ�240名 鉄c�kﾂ�

募金額 ��#rﾃ���冷�77,800円 ��#"ﾃ3#x冷�

還元金 �#2ﾃS��冷�40,979円 湯ﾃ3c�冷�

(6)会員の状況

会員数　38 5名(男33名､女352名)　　　-平成8年4月現在一

SLE 偬I7蔭r�甜猷 ��ﾙJﾙe�ﾝ��シエーダレン 症餅 �4ﾄR�5h4x�ｸ5�8ﾈ92�謝性 �+ｸ,ﾉ&��合計 

札幌市内 田��9 釘�3 �#��5 唐�9 �����

石狩 ����4 ��1 ���1 ��2 ����

後志 途�2 ��1 �"� ��4 ��b�

胆振 免ﾂ� ��3 ���1 ���1 ����

上川 �#��5 ���1 澱� 釘�3 鼎��

空知 ��B�1 ��2 免ﾂ�2 �"�4 �3b�

十 ��b�1 ��� �2�1 ���4 �#r�

北見.網走 �#B�5 ��4 �2�� ���3 鼎��

釧路 湯� �� �2�2 ��6 �#��

室 �"�1 �� ��� ��1 迭�

渡島 ��r�1 ���1 �"� ��2 �#B�

桧山 ��� �� ��� �� �"�

口 唐� �� ��� ��3 ��"�

留一不谷 釘� �� �� ��1 迭�

外 ��� �� �� �"� �2�

合計 �#�B�29 途�16 鉄R�12 ����43 �3ズkﾂ�

へ一8 ･･一一
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AEagE担地区
□理田　晴子

〔平成7年度活動報告〕

10月20日　佐川先生を囲む会(20名参加)

12月17日　難病連主催チャリティクリスマスパーティー(22名参加)
～忘年会を兼ねる～

1月28日　新年会(19名参加)

〔平成8年度活動方針〕

12月-　チャリティクリスマスパーティー

1月-　新年会

◎平成7年度も他の役員の方々の一番後ろでお手伝いのようなことをして

いたのが現状です｡今年も目新しい行事はありませんが､札幌地区の唐

様への情報発信を中心として頑張っていきたいと患いますo

長EZEIu]地区 □高橋　芳江

〔平成7年度活動報告〕

4月12日　集会･交流会　　-^.Vスホテルー

5月　3日　会報『コスモス』発行

5月21日　医療講痕と相談会

主催/･日本リウマチ友の会旭川連絡会

･全国贋原病友の会旭川地区連絡会

6月28日　春の交流会　　　一析草紙ぺペルー

7月18日

25H

8月22日
骨粗軽症検診　　一酬zJハどL)i藍-

9月26日　観楓会　　　　　一時星亨-

10月16日　移動交流会　　　一削硝合馳セント-

12月17日　チャリティクリスマスパーティー　　ースナヮクつつC-

1月30日　新年会　　　　　-犬養嗣-

3月　6日　医療講演会参加　-削欄合毎社センタ･･-

一-9--



3月11日　会報Fコスモス』発行

21日　骨粗軽症の料理　-池川市ときも市郎-ルー

〔平成8年度活動計画(塞)〕

4月23日　集会･交流会

(5月)　移動交流会　一別柑1

6月26日　名寄地区合同交流会　一類粥泉レークサイ相国-

(9月)　移動交流会　-馴l市-

(10月)　観楓会

(1月)　新年会

遠国臨ヨ地区
仁コ扇田　裕子

〔平成7年度活動報告〕

6月24日　カラオケ交流会　　(参加人数8名)

9月　2E]札幌より長谷川さん､安田さんを交えての交流会
(参加人数11名)

11月12日　医療講演会　　(参加人数一般20名､会員10名)

･テーマ　『腰原病(川マチを放く)の治療と日常生活の注意点』

･講師　面鯨中央病院副院長　早坂　隆先生

◎その他､アンケート調査､クリスマスカードを発送しましたo

竜田園地匿.''''.'.-..'''.'''''''□沼田房子

〔平成7年度活動報告〕

4月20日　食事会　　　　　　　　　　-かわ嘉一　(出席者9名)

6月18日　屋外レクリェーション　　-十削II畠泉- (出席者7名)

7月14日　保健婦さんを交えての懇親会　一書　舟- (出席者11名)

12月　8日　忘年会　　　　　　　　　-すきや書の帥- (出席者10名)

〔平成8年度活動方針(予定)〕

･食事会､交流会､忘年会

･ ｢あゆみ｣作成

｡手話を勉強する

--1 0へ･
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◎ E陽転∃地区･････････-･････････.･･･ロ片岡治美

〔平成7年度活動報告〕

' 5月27日～28臥ナ道支部鍵会･地区担当者会議　一絹布- (3名参加)

･ 7月29日～30日　北海道発病連第22回全道集会参加

-札農市- (3名参加)

･ 9月　2日～3日　ふれあい広場参加

一丑胴鮎的細- (8名参加､郎ンティ723名)

･ 10月21Er　腰原病医療講東金の開催(道支部主催)
一泊針鞘松半- (76名参加､内会員17名)

･テーマ　F藤原病の治療と副作用』

･講師　北見赤十字病院第1内科部長　種市　章二先生

･10月21日　交流会の開催　一朗針字純金誕- (16名参加)

'12月3日　難病遵北見支部会員交流会参加　一朗東急イト(6名参加)

◎じゃがいも通信の発行-6号(5月15日)

◎福祉の広場会議　(6月28日､ 10月25日)

◎誕生カードの発送

〔平成8年度活動方針〕

☆新体制の確立を計る　　　　★事生カードを送る

★難病遵北見支部会員交流会参加

☆難病遵第23回難病患者･障害者と家族の全道集会参加　一北見市-

★ふれあい広場参加　　　　　☆交流会の開催･･･網走また息遠軽

☆じゃがいも通信の発行　　　★新年会の開催

畢因匡ヨ地　区　-｡･･････--･-････口藤田郁子

(平成7年度活動報告〕
･ 5月27El～28日　友の会北海道支部糸会　-札良市- (2名)

･ 6月25日　友の会幾会の報告､その他　　-E簾館- (7名)

I 7月25日　骨粗髭症検診　　　　　　　　一肌)Jtt'欄- (2名)

A 9月13日　懇親会　　　　　　　　　　一男蓋宅- (5名)

'11月16日　保健婦さんを囲んで　　　　　-裁拝顔- (6名)

｡ 3月24日　年度末例会　　　　　-ビアシr)スト鮎等約- (8名)
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感冒血圧当地区''''''.''''.--.-I- E渡部小夜子

〔平成7年度活動報告〕

7月22Ⅰ]親睦会　　　　-能会銘-　　　　(8名参加)

10月28日　医療講演会　　一郎市生蕃鞘センターー(42名参加)

交流会　　　　　　　　〝　　　- (14名参加)

11月22日　役員会　　　　-カダンー　　　　(4名参加)

裟その他､難病連釧路支部の行事への積極的参加

あっという間に過ぎた1年､というのが正直な感想です｡

考えていた事(保健婦さんとの栽睦会等)が出来ず残念です｡

〔平成8年度活動報告(予定)〕

◎新しい方への入会の呼びかけ

◎役員組織の明確化､会員連絡への徹底

◎保健婦さんとの親睦｡相談会

※その他､今年こそ機関誌を発行したいと腐っております｡

-一･fAi J　-.-一一L塑-_山型_†空･

1996年地区担当･会計担当者

地区 �&霎i%99b�会計担当 

旭}lf 俘(ｻIdhﾕﾒ�側由香 

帯広 傲�69eｸ���平井園子 

ゴヒ見 兢�圷��Oﾂ�中垣恵子 

毒川路 �6餾H揵n倡��富樫めぐみ 

函虐昏 傅ﾉ�ﾂ�扇田裕子 

名寄 ��YnﾉOﾉ=韈��須藤直美 

木L幌 凉ﾙ69�����滝本はるよ 
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く平成7年度)決　算　報　告

収入 剋x出 

道費補助金 都��ﾃ����事業斐 ��ﾃs釘ﾃ��"�

会費 ��ﾃ3��ﾃ�sR�〔会議費】 �113,856 

寄付金 ��c津ン��･難病連参加費 �56,059 

参加費収入 ��c�ﾃS���･役員会費 �44,125 

協力会還元金 ����ﾃsS��･中央会議費 �13,672 

募金箱還元金 迭ﾃ�#��〔医療講演会〕 �211,840 

署名募金還元金 �#2ﾃS���〔患者大会〕 �298,137 

販売事業収入 鼎RﾃCsr�〔全道集会参加費〕 �138,123 

そのr¢事業収入 鼎2ﾃS���〔機関虹〕 �568,999 

受取利息収入 �2ﾃc釘�〔地区育成費〕 �255,000 

雑収入 鉄���〔活動費】 �132,483 

‡薪善事美紬助成金臥 ��"ﾃ����〔レク.交流会費〕 �75,644 

毛立金取飼収入 �3��ﾃ����負担金 涛3�ﾃ塔��

前期操越金 ��s2ﾃ3���･全国会負担金 �636,300 

17,907円 600円 o広告9,500円 oビアガ-デン15,800円 o雑貨(シ†ン7-､kバン､色)1,360円 310円 55,302円 o鍛行預金121,435円 ･璽監686:::…≡ o平成7年度会費10,500円 oハンドブック1,000円 o署名募金17,000円 勍維持会費 �290,000 
･HSK負担金 �4,680 

推持運営費 ��澱ﾃS�2�

･事務局費 �103,081 

･通信費 �74,784 

･事務用品費 �16,183 

･資料費 �2,090 

･楚 �365 

次期轟盛金 �#�bﾃ�#��

合計-3,128,394 剄㈹vf3,128,394 

･一一1 3一､-



平成7年度　会計監査報告

平成7年勢における全国勝原病友の会北海道支部

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8年4月13日

<会計監査>

氏名　触ilの):i⑳

氏名　壌谷′′/慮チ　㊥
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(平成8年度)活　動　方　針

1.腰原宿の原因究明と治療法の確立要望

2･札幌などの専門病院に受診する地方在住者のための通院交通費の助成を

要請

3.贋原病に関する正しい知識の普及

◎6月1-2日･･-･･支部総会､医療講読会･相談会(札幌)

◎8月3日--全道集会分科会(北見)

◎未　定･････.医療講涼会(2ヶ所予定)

4.北海道難病連への行事参加

◎第23珂全道集会(北見開催)　　-8月4日(甘)-

◎チャリティークリスマスパーティー(札幌支部)　-12月15Er(日)-

◎チャリティーバザー　　　　13月1日(土)､ 2El(日)-

5.本部25周年記念事業(アンケート)への協力

6.横網紙"いちばんぽし'の発行

恥102 (4/10)､　　No. 103 (7/10)､

Wo･105(12/10)､　　NA 1 0 6 (平成9年2/lD)

7.地域活動の推進

各地区での医療講東金(2ヶ所)

8.会員どうしの親睦を図る

◎交流会(札幌)　-6月1日(土)-

◎各地区での親睦会など

9.資金活動に取り組み､自己財源の確保に努める

①協力会畠の拡大

②募金箱の設置普及と回収

③物品厳売の協力

一一15--

NQ,104(10/10)､
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(平成8年度)　予　算

収入 剋x出 

道費補助金 都��ﾃ����事業 僞���ﾃsCRﾃ����

会費 ��ﾃS#づ����〔会議_費〕巨10,000 

寄付金 ��#�ﾃ����･琴病連参加費 �30,000 

参加費収入 ��c�ﾃ����･役員会費 �50,000 

協力会還元金 都�ﾃ����･中央会議費 �230,000 

募金箱還元金 �2ﾃ����〔医療講演会〕 �175,000 

署名募金還元金 �#�ﾃ����〔患者 ��X檍�ﾂ�300,000 

販売事業収入 鼎�ﾃ����〔全道集会参加費〕 �400,000 

その色の事芙収入 鉄�ﾃ����〔携閑鑑) �130,000 

受取利息収入 田s��〔地区 �y�ﾉN��ﾂ�280,000 

前期繰越金 �#�bﾃS#��〔活 �:餒��ﾂ�150,000 

負担 仞���ﾃ�C�ﾃS���

･全国会負担金 �745,500 

維持会費 �#��ﾃ����

･HSK負担金 �5,000 

推持運営可193,500 

事務局費 ����ﾃ����

通信費 都�ﾃ����

事務用品費 �#�ﾃ����

資料費 �2ﾃS���

合計【2,979,000 剄㈹v12.979,000 

∫-1 6､･



111111111111陶1¨‘･･････恥〈平成８年度〉役員司‥,‥…,烏八UUlllUlH^I

氏　　名 〒　　　　　　住　　　　　所 電　話

支部長 萩原千明
(ＵＵＨ当)

事務局 安田　史子

会計 渡辺　愛子

監査

長谷川　道子

秋山　のぶ子

運

営

委

員

三森　礼子

大厚久子

滝本　はるよ

昌丿脳

頴扁脳=
市川　利一

仙南
扇田　裕子

霖丿偏

.■■y .゛.-■.-■.-■.･●　’

荒尾　みや子

平井　園子

片岡蔀篆

．

北見地席担偉

jij■■■　j｀/.II ..･ ..･ .･

加藤　禎子
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運

営

委

員

４皐
鈴木．裕子

大野.美奈子
喬岑卿肺呻:

田畑　和子

角鹿邦子

古瀬京子
－

小野　夕美子

側　　由香

平川　蓉子

武市　広子

松崎茂子

安孫子　淳子

水上文子

川渕　鉄子

袖山　友里
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（財）北海道難病連

　

役員

氏　名 〒　　　　　　　住　　　　　所 電　話

理
事

三森　礼子

評

議

員

萩原千明

安田　史子

大洋久子
－ － － 　 一 　 一 　 － 　 　 　 　 　 －

滝本　はるよ

支

部

担

当

市川　利一

扇田　裕子

荒尾　みや子

平井　園子

加藤禎子

鈴木裕子

田畑　和子

角鹿　邦子
■　■　■■■■■㎜

古瀬　京子

小野夕美子

側　　由香

平川　蓉子

武市　広子

松崎茂子

安孫子　淳子

水上文子

川渕　鉄子

細雨　友里

~19~



各会K:出癖でを辱かった方たちからの
r.･'-/ .＼二･Jt :t~

☆症状はあまりよくありませんが､なん

とか頑張っています｡私達の町で保健所

の協力を得て､特定疾患受給者と家族の

会をつくるため準際中です｡初回に難病

連の伊藤事務局長に来ていただき手鏡を

いただきました｡又､よろしくお廠い致

します｡　　　　(沼田町　N･0)

★プレドニン10Jng/1 Elで順調ですo役

員の皆様ご苦労様です｡

(興部町　S･S)

☆最近は関節痛もほとんどありませんo

ただ皮膚症状が気になって脱毛が目立っ

てきていて-主人とは仲良く葛していま

す｡ご盛会をお祈りしております｡

(鷹栖町　Y･G)

★いっもお世話になっております｡微熱

が続いているので､今回は欠席させてい

ただきます｡　　(幕別町　S ･H)

☆とても体調は良いです｡忙しすぎて時

間が取れません｡子育てが終ったら出席

しますので､よろしくお願い申し上げま

す｡役員､会員の皆さん､お体に気を付

けて頑張られて下さい｡

(足寄町　H･H)

★いっもお世話頂きまして有難く感謝申

し上げておりますo私事ですが､風邪を

こじらせて体調を崩しておりますので､

この度は欠席させて頂きます｡宜しくお

患い申し上げます｡

(上湧別町　S･H)

☆昨年10月より入院中｡合併症が出てな

かなか安定しません｡一日も早く安定し

て､自宅療養できる日を廠って頑張って

おります｡　　　(斜里町　T･0)

★4月15日から砂川市立病院に入院｡心

臓検査の結果､狭心症が判り5月20日前

後に手術が決定しており､残念ですが欠

席余儀なく､給金･溝済会共盛会樫に終

ることを祈っておりますo私も手術の成

功に気力を引締めて頑張りたいと思って

おります｡　　(上砂川町　G･ S)

☆脳血栓のため入院中､現在リハビリ中

ですので欠席します｡皆様によろしく｡

(上川町　M･S)

★退院して間もないので､今回は欠席さ

せていただきます｡総会のご盛会をお祈

り申し上げます｡  (平取町　Y ･H)

･･-2針一一



☆主治医である宮崎先生が開業医となり､

先生が代った頃より関節痛がひどくなり､

家に菌やカビが入り､潜血もあり､腎臓

病の一歩前と言われております｡ 7ケ月

掛､ています｡プレドニン5喝まで減っ

て喜んでいましたが､ 7. 5mgから現在10

ngになり､それと同時に副作用で糖尿病

になり大変ショックを受けております｡

プレドニン服用(常用) 15年位になり覚

悟はしていましたが､いざ自分白身にふ

りかかりますと大変です｡現在食欲が大

変ありますので､それをコントロールす

るのに忍耐の日々ですo朝1回の薬の服

用と食事療法でなんとか頑張っておりま

す｡関節の痛みもそれ程強くなく､軽い

家事が出来るのが何よりの喜びです｡早

いうちにプレドニンの量が減ることを磨

っております｡　(八雲町　K･K)

)慧慧芸芸誓Lb:諾
む　(美幌町　M･I)

☆ 4月12日動医協札幌病院で塩川､田村

両医師の診察を受け､異常なしの診察を

してもらった｡ 4月17日同病院で皮膚科

と眼科の診察をしてもらった｡白内障の

検妻は異常なし｡皮膚について爪切り､

写真撮り(手の甲裏)特に異常なし｡毎

日リハビリしている｡ (長沼町　S･T)

きません｡　　　(枝幸町　F ･H)

★家の仕事が忙しいので失礼します｡申

し訳ありません｡いっも田植えに入るた

めなかなか出席できず戎念に患っていま

す｡いっもありがとうございます｡

(美唄市　H･T)

☆只今､札幌にて入院治療中のため欠席

させていただきます｡ (稚内市　N･Y)

★検査のため入院中ですので､来年の出

席を楽しみにしています｡

(苫小牧市　S･T)

☆ 3年前､ 30年続いた農葉をやめて町に

出てきました｡夫も特定疾患医療を受け

ています｡どんな場合でも私と二人で､

老人79才と一緒です｡また､実家の親が

寝たきりになってしまいました｡

年間会費を納入する時､苦しいので何

か別な方法がありませんか｡なかなか遠

い名寄方面の集まりには出席できません｡

私はたまのパートをやっています｡

(士別市　Y･T)

★入院はしていませんが､少々体調が悪

いので又の横会にお会い致したいと思い

ます｡　　　(千歳牧市　Y･A)

☆元気で生活をしており

ます｡役員の方にはまた

ご苦労をおかけしますが､

よろしくお廉いします｡

(江別市　K･0)

～2 1 ･--



☆5月に雪･低温注意報が出たりで､ 8

月の3～ 4日は大異常気象になるのではと

心配です｡もし､そんな事になれば､嘗

さんに忘れられない想い出づくりに協力

してしまう形になりますが､そうならな

いよう祈りつつやっています｡多数の御

釆北をお顔いします｡ (北見市　T･K)

★昨年9月に出産をして､

親子みんな病気にもならず

元気で子育ての真っ最中で

す｡　(北見市　S･K)

☆皆様にお会い出来るのを楽しみにして

おりましたo昨年12月頃から又､具合が

悪くなり､ 4月北大受診し､肺線維症と

のことでこわくても寝たり起きたり､薬

が合わなかったのでしょうか｡食後3時

間位すると胃が差し込んで､夜､病院に

行くのです｡又､元気になって皆様にお

会いしたいです｡　(帯広市　A ･U)

★体語は良く､月に一皮の北大通院で元

気の補給をしながら､念願の仕事にも復

帰させていただいております｡しかし､

ふがいなさから､膨らませても膨らませ

ても直ぐにぺッチャンコになる穴の開い

たゴム風船のようで､現在補強中｡捻会

当別ま父の月命日ということもあり､家

族と過させて]責こうと思います｡年度初

めの大切なイベントでもある騰会が無事

終了されますことと､お体ご自愛の上､

皆様のご活躍をお祈り致します｡

(帯広市　M｡A)

★出席できず挽念です｡

今年は担当者になりまし

たので､できる限り前向

きにやって行きたいと思

っております｡よろしくお蔽いします｡

(帯広市　F･N)

☆昨年3月末～5月末まで3ケ月90日の

入院を致し､その後､鵬復帰は果した

ものの不眠とだるさに悩まされ､ 8年半

居た会社も退職し､今､自宅療養中です｡

でも､上記2つははば解決し､今一歩と

患った矢先に腰原病とは関係ないようで

すが､.腰に神経がさわったとかで通院中

です(検査しましたので) 0

でも､今年中の目壕は､再就職する事

に全てのカを注ぎ､出来れば『牧場の人』

でもある日分(立場)を確保したいもの

です｡　　　　　(帯広市　H･H)

★昨年7月末再発に伴い肺線推症となり､

現在自宅にて終El酸素吸入をしなければ

ならなくなりましたo骨粗軽症にもなり､

毎日が寝たり起きたりの日々を過ごして

います｡昨年7/31-12/22迄入院してい

ました｡　　　　(帯広市　F･M)

☆4月初旬より気管支炎になり､回復次

第で出席したいとギリギリまで返信を押

えていたのですが､やはり体力も弱り無

理なので､残念ですが欠席致します｡ご

盛会をお祈りしております｡皆様ご自愛

の程を-･o　　　　(函館市　T ･ K)

～22-



☆病気のことは心の片隅におき､あまり

無理せず､毎日糞しくやっていますo　こ

れも友の会のお陰です｡

(函館市J･T)

★現在欄は良く､疲れるとなるべく境

になって休みをとるようにしています｡

日が疲れやすく(ますます)なって､好

きな本を読んだり､手芸をしたりがあま

り出来ないのが残念です｡

(函館市　M･T)

☆退院して半年が経ち､体力も少しずつ

ついてきたみたいです｡家事を毎日こな

しています｡　　(函館市　M･ N)

★いっもハガキ有難うございます.私も

出来れば出席したいのですが､プレドニ

ンを飲むようになって骨粗髭症がひどく

なったのか､阿部先生は｢プレドニンだ

ね｣と言っておられましたが､身長が短

くなってしまって約7. 8en丈が縮まって

しまい､歩くのがとても困難になり､遠

くには行けません｡いつも心配戴きあり

がとうございます｡阿部先生に診て戴く

ようになってからはプレドニンは減り､

今は3錠飲んでおりますoロだ桝まいっ

も達者です｡主人が元気ですので感謝い

たしております｡元気

で頑張ります｡ありが

とうございます｡

(釧路市　K･M)

★昨年の暮れからステロイドが魔の10皿g

(この量になると入院騒ぎを起こすので)

に減ったせいか､朝のこわばりが強くな

ってきましたが､先生には内緒です｡お

陰様で毎H元気に過ごしています｡今回

は予定が入っていて､残念ながら出席で

きません｡申し訳ありません｡唐様によ

ろしくお伝え下さい｡

(釧路市　Y･S)

☆友の会を支えている方達

がしっかり支えている事を､

この日で見て安心しきって釧路へ帰って

来ました｡私が一番老化しているのがよ
やtrちヤ

ーくわかりました｡ミスター飲茶の`?
まん

優'を食べて(まだ食べた事がない) ､

のんびりストレスをためずに､しっかり

生き抜こうと思っています｡会いたい方

はクシロへどうぞ曾(封防市　K･S)

★前もっての約束は出来ません｡特に朝

が辛く腰が痛くて､トイレに行くのも不

自由で主人の手を借りています｡腰のあ

たり2ヶ所､脊髄が老化していると先生

に言われて､喉も5ミ,)のポリープが出来

ていて､あまり声をつかわないようにし

ています｡直ぐにタダレて渇きもひどく

なり､食事も出来ない状態になります｡

最低でも安定しているのでしたら､漢方

薬を飲みながら治療していますが､段々

と悪くなります0 -つ良いと言えば､手

足が冷たいのが､これから楽になるだけ

です｡皆さん､気をつけてねo

(プ酎!市　M｡Y)
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☆支部の骨さん､いつもご苦労様ですo

自己免疫疾患の研究に権威を有する慈恵

医大､版天堂大､北里大を訪問して担当

教授から貴重な今後の研究成果を聞く事

ができ､明るい未来への曙光を感じてき

ました｡患者､友の会の骨さん､未来は

は明るい!!確信を持って､自己に適した

ライフスタイルで元気に過ごしましょう｡

(旭Jlr市　N･N)

★足に水がたまり痛くて治療中ですので､

欠席します｡　　(旭川市　F ･M)

☆いっもお世話になりましてありがとう

ございます｡少し体の具合がすぐれない

ので､申し訳ありませんが欠席にさせて

いただきます｡　　(旭川市　K ･M)

★昨年の12月15日大阪

癌で入院､検査もいろ

いろあって2月9日に

手術､ 2月29日に退院

しました｡退院後も直ぐ普通の生活に戻

り､毎日元気で過ごしております｡

40才過ぎると､ガン検診をおすすめし

ます｡　　　　(札擬市東区　M･ K)

☆事情により出席できなくなりました｡

私自身は元気に飛び回っております｡な

かなか皆様のお手伝いができず､心苦し

く患っております｡会の盛会を祈ってお

ります｡　　(札幌市東区　K ･M)

★今年こそはと患っていたら､結婚式が

あり参加できず残念です｡私はクリスマ

スからお正月にかけウイルスにやられ､

10日はど入院するという悲しい年明けと

なりました｡今年の風邪はしつこいよう

です｡唐様も混み合う病院の外来には注

意しましょう｡ (札幌市東区　M･U)

☆いっもお世話になっています｡少しず

つ悪くなっていたのですが､今年はなか

なか患うようでなく､左手が殆ど自由に

ならないで困ります｡気分もすぐれませ

んので欠席いたします｡

(札瞭市南区J ･H)

★子供も元気に育ち､

アッという間に2歳

半になり､何せ双子'

の男の子ですから体

力が必要です｡私も

1掛こ走り回っている毎Hですので出席

できませんが､元気に育児に励んでいま

す日　　　(札幌市白石区　M･ I)

☆現在､出産を間近に不安な毎日を過ご

しています｡元気な子を産みたいと願っ

ていますo落ち着きましたら､会の方に

顔を出したいと思っています｡

(札幌市厚別区　K ･ K)

★少し体調が悪いので欠席させて頂きま

す｡　　　　(札幌市西区　C ･M)
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事務局診塾◎轟飽

★ご寄付いただきました｡

清水　五郎様　信木　和美様

加藤　禎子様　　内海　厚子様

合計　8. 200円

(1996,4,1～5.31)

その他に､阿部洋子さんよりハガキ100枚

ご寄付いただきました｡

ありがとうございました｡

★新しく入会された方たちです｡ (敬称略1996.5.31末)

菊地　京子(S LE､慢性関節リウマチS.21生八雲町)

遠藤美智子(多発性筋炎　S.20生　士別市)

相揮　和子(強皮症　S.30生　札幌市東区)

よろしくお願いします｡

★住所を変更された方は､電話番号も必ずお知らせ下さい

･-Lt･25･･一一

☆会費納入のお顔い

会費が切れた方には振替用紙を同

封してありますので､お願いします｡

本部･支部会費あわせて年間4,200

円です｡
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今年も無事に支部鑑会が終了してー　もうひとつ重要な行事である全

道集会のご案内をしました｡重要な行事がこの時期に集中して何かと

大変で迷うこととは思いますが､全道集会は家族の参加も大歓迎です｡

次の日は観光施行もオプションでついていますので､是非家族そろっ

てご参加下さい｡お待ちしています｡

今年度も支部長を努めさせて頂きます｡来年は支部結成2 5年とい

うことで節目の時期でもあり､来年度に向けて友の会の今後について

要言孟孟警詰賢いと思います.これからも皆さんのご協力をよろし(萩原　千明)
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