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リ教室のお知らせ
難病逓釧路支部　支部長

韻　集　渡　部　小夜子

★地区集会にはこの冊子を忘れずにご持参下さいo

知
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現在､私たち難病の患者をとりまく状況乱国の政策後退によ
り厳しいものとなってきています｡

今後･特定疾患制度がどのように変わっていくか､問題点は何
なのかを､会員･患者･一般の方々によく理解していただくため
に､この集会を開催します｡

私たちの今後の生活を守るため･一人でも多くご参加下さい｡

☆日時　平成10年6月13日(土)/13時～15時

☆場所　釧緒市福祉会館　205号室

☆参加費　無　　　料

☆医療講演会

仮　題『｢難病対策の見直し｣は

今後どうなるのか､諌執まなにか』

講　師　　　未　　　疋

(道東勤医協･釧路協立病院関係者)

...一〇惑.I ,

=手中糸室難病患者

リノヽどり教室のお矢口らせ=

保健所主催による『ふれあいリハビリ交流会』が､実施
されます｡

◎詳しいお問い合わせは･釧路保健所予防課まで

【 'Ⅰ'EL22-1233 】
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斜千　年度　に　あ　た　り

釧路支部長　　佐　藤　信　洋

寒い釧路も､ようやく外で活動できる季節になりましたC患者･家
族のみなさまの体調はいかがでしょうか･ご自愛下さい｡

昨年の秋より､国の福祉･医療に関する制度が大幅に変わり､いよ

避雷篭諾莞譜謂響鮮警鳩遠島詳訂入選
の自己負担)
より少しづつ前進してきました難病対策が･切り捨てや
どの､後退の状況になってきています｡直接の当事者の

高1万4千円
昭和47年

景琵賢哲空言竺由欝呈詣基'Ll蒜宗品完品号詣完㌃口YJ

憲実慧乱筆閑欝憲姦覧霊苧表毎艶誤受諾笠蛋
センター｢さわやか釧路｣ 』を設立して､仕事(働く場所)を確保し
提供できるようにしたいと思っております｡

現在､不景気の中で､私たち難病の患者･障害者の雇用状況は非常
に厳しい局面にありますが･このような中･市内で印刷会社を営んで
いる藤プリト水口社長様のご厚志で､この事業のスタートができるこ
ととなりました｡水口社長様には深く感謝を申し上げますo
各部会会員の皆様には､昨年度の難病連釧路支部のかすかずの事業

に各部会の活動で忙しいなか･ご協力ご支援を本当にありがとうござ
いました｡お陰様で署名･募金･それから財源獲得活動などで多くの
成果を上げることができましたo

今年度-ヰ間､難病連活動に一生懸命頑張りたいと思います｡ご協
力よろしくお厳し､致します｡

全i主至　当巨 会　の　ご　案　内

*日　時　8月1日(土) ～　2日旧)
※　釧路参加の方､帰釧　3日(月)

*内容日程･ 8月1日ti)釧路91100 -登別16:00
･ 8月2日(E])登別16:00　-　静内19:OD

･ 8月3日胴)静内10:00　-　釧路15:00

*宿　泊･登別第一滝本本飽･滝本イン､商館
ぉ一人(1泊二食入場税込) 13,000円より

･静内温泉｢静内町町民休養ホーム｣

ぉ一人(1泊朝食)　　　4,300円
･X夕食は到着時間の都合で別料金実費負担

Eヨ釧路市の福祉バスが運行されます｡福祉バス利用の方は･
ぉ早めに各部会担当者､又は支部長【m 25-2012 】まで
お申し込み下さい｡

国　尚､支部より一人5 0 0 0円の参加費補助があります｡
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☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

釧路市　ふ　れ　あ　い広場
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

■日　時/平成10年　7月11日はト12日伯)

■場　所/　釧路市国際交流センター

さまざまな障害の方､ボランティア､福祉関係者等と
のふれあいの場です｡

難病連釧路支部は･財政確保の為､社協のご厚意で､

昨年,一昨年とコーヒー.ポップコーンを売らせて頂い

ています｡

今年は･さて｢何を売ることになりますか!｣実行委
員会は､これから開かれますが､会員皆様のご協力を
ろしくお願いします｡

⊂コlコ⊂コ⊂コ⊂- ⊂- -コ=】亡コ=コ⊂-亡コ-ロ【-■=コ⊂コ⊂-⊂-【- =コ亡= ⊂=⊂=⊂=

淋基草軍産　フ　エ　ス　テ　ィ　ノヾ　ノレ棚
⊂=JE⊃こ⊃tB⊂- =-ロ⊂:-E-亡-l- ⊂コ【- E- =-I- ⊂-【-=:】 E)にコl:コ⊂コ亡コE⊃

旺丁　目　時/平成10年7月18日(土)～20日(月･慧E日

Ⅳ場所/　釧路市国際交流センター　《　前庭　〉

完の乱釧路の名物行事『完フェス! 』今年も｢よさ
こい｣等の楽しいステージや｢あひるの川下りレース｣

があります｡

難病連釧路支部は､ 『福祉バザー』に出店を予定して

'1,LLl書芸壷票空言等㌘用品等･バザ~0'qL,).JJの協力をよろ

※お問い合わせは､各部会担当者､又は支部長【m 25-2012
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郷愁五人　北　海迫#病並

1997年度(平成9年度)

釧路支:舎β　活動幸艮告書

期間/ 1997年4月1日～ 1998年3月31日
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⊂二釧路支部　決算報-‡
=人の却｣如向/1997年4月-;占ニー1;Lgt8『3㌃3;言~=] 

支缶運営補助金 劔度予拝 190.000 剴土D�7以�B�#�b��������ﾃ�������3ゅ�����(ｩTﾒ�

市町村補助金 劔100,000 0 80,000 劔兔�8ﾖY?��I&霎��

その他の助成金 奉加書 劔劔末育4｣ｨ.��&霎h�橙陏��xﾊI]�靼X譏8ﾈ4粳�iD陞��

Vf-1金 協力会還元金 劔100.00020.000 60,00042.850 

さ金箱遍元金 劔劔兔�E8+7D�|ﾘ橙�

鵬耕金細 

飯売手叢 その他の書芸 剪��0 229.060 0 剩･�8ｺvﾈ檍ｺ�ikﾈ��ｾ��-9KX*(ﾔﾈｨR�

受瀬利息 剴�����sR�������#"紊�B�s�B�劔囘h7H4h5�)ｨ486�8ｸｴ�*��

jt収入 触連Ilま参加搬金 劔劔��

希立金地韻 前期塘遭全 収入金tf 劔劔冏ｹYH樢�ﾂ茹�8ｺyE�3��

22.414 剪�

支出の却 料 剪紊釘��930.699 剪�

97年 � 

flaF* ��179.000 剪� 

叢* 倡姐�o�迄橙�90.000 剪�85.950実内はがき,交通* 

本部会3* その他仝it書 地区集会* 塔Rﾃ����B�����Cc"ﾃ�c�� ■′3.430 800 刄lガ全33回 支歩機会 � 

669.478 � 

全通集会 �3R�����sR������ ���緜#R�c津������

陸棲訂瀬会 横芝相誇^ ��������� 釘ﾃS���

●●●● 劔 剋ｲまつり手伝い文通h事代 rなんれんくLjJ年3回,支如チラシ 淑地区支紬和食(庁岸) 銅レク(音別).新年会 

■中也,止t 都������剴ヲ��s��

研修会 塔�ﾃ�����124909 

レク.交tA会t Ltgi紗会扶助■ ����������170.935 

●●● 剪�

相三重月捕働 活動書 ����0 劍�樸コ����冷�

&担金.別8金 ��R������147.560 剩･�8ﾙ�檍ﾗX���

HSknRZl金 ��R�����#�c���10.000 剩･�8ﾙ�檍ﾟ��

i8持料 a立金支出 予や書 次峨金 冤FLFqt 書棚蜘 田2紊3B��"�����c����2,070 87.027 剽(,�/�.ｨ+X*ﾘ+X.ｺ2�

12.000 20,648 543~′9 剴�(5�ﾈ��������冷�

遠だ書 鼎Rﾃ����劔�5(7"ﾘ���486ﾘ4��ﾂ�

交過t drq ����0 劔6I�){��(5�ﾈ竰�

■ 2(* ���C3B������0 0 0 0 剪�

支出 �0 劔14.014 930.699 剪���
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脚部五人北海iA等病汝

1998年BE (平成10年度)

釧路重吉β平某･行事冨十画さ

期間/1998年4月18-1999年3月31t] 予定参加者款佑考 

予定月日 俎8馼ﾇhﾜBﾈﾗ8駟kﾂ�俘xⅨ�j).���3�kﾂ���

6月中旬 凩(迚z8ｾi�hｾ��

7月上旬 痴悼}(�4*H.ｨ-8*(ﾔﾈ�｢���ﾙ[hﾕ�5ｨ985簫���Ykﾂ���

7月下旬 ��c�Dﾆx*ﾘ+X.ｳtX7H4h5�6X4$ｨ*ﾘ8ｸ��ﾇC�ﾒ��5ｹ[id�5ｨ985簫���Ykﾂ���

8月1.2日 乂�ｫ8�"韜ﾘ･��(,hﾜY|x,ﾉ�9Irｨ橙���I¥ｩW｢��#�kﾂ���

9月中旬 俘y:�8ﾈ4竕Ix�辷ﾇhｫ8�(柑�ﾘ橙��巳饂X辭Uｦﾂ��#�kﾂ���

10月上旬 兔ｨｦ倡9�ﾘ-ﾈ,(.�4蹙r�冦ﾙ[id�5ｨ985��ｲ�免������

餅文法センター 冤o宅 � 
10月上旬 偃�.�耳馼ｾ��$ｦ��

1月下旬 僮y8ﾉ&霎h迚$侈Fﾈ�i�2�俾傚�陋兔ｨ迚YB��#�kﾂ���

2月上旬 ��iD靠�d�橙�冕).��鼎�kﾂ���

9月 �7ぺ6�4x68ﾊh�9�Rﾙ�2��ｩ�ﾘ橙亶�,H�ﾉL�&霎i���IJﾙ�ｹuﾉ.��

10月 ��ﾙ7ﾙ�ｳs�嶌�ｾi5�8ﾕ��8*ﾘﾊhﾕﾘｾ�亶�-�G����ﾙ�ｹuﾉ.��

4月11日 从ｩZX迚My�c����ｨｷｸ効醜橙�[ﾙ���剽S社会稚 魚持着センタ- �25名 15名 � 

5月 ��H迚YI�c���毅�比bh迚My�c)��戊�8倖gH橙��H皞���8��ｦ�8倖ｧHｾ��;ｩZX迚YI6S(��ﾊﾃﾓ畔橙�効鰄ﾘr�剞g駆センター �20名 � 

6月 7月 劔身降着センタ一 身持者センター �20名 15も � 

8月 劔娘をセンター �20も � 

9月 10月 凩(益&ﾙK滴���ｨｷｲ�}(迚vﾘﾎ｣X��戊�8公悠�2�橙�剞g罷者センタ- 締センター �20も 15名 � 

11月 刔H迚�y9�2�r71 会 刮K尊者センタ- �15名 � 

12月 1月 �'�辭幌�cH��ｫ(饕�'�辷�陜Sh���ｨｷｸ�5���[ﾘ橙�剿W者センタ一 身信者センター �20名 15名 � 

2月 冖ｨ辷��ﾍｳX��ﾖｲ�ｫ(馼橙�刮Ki着センター �15名 � 

3月 TLt1 凩(迚YH銈h���oh/�yﾙE�+x.�x橙�,ﾈｬ��爾�剪��Zンタ- 卵i者センタ- �20名 15名 �7503 

5月iNZ&真淵 凾ﾈんわんくしろJTT 発′- 剞g持着センター �15毛 �750隷 

9月娘支細依 1月jN払支脚駄 凾ﾈんわんくしろJの¶ 々んわんくしろAの発行 剄�~着センタ �15名 �750辞 

怠会ii.性力金島の拡大 2)各鮮 3)20解記念行事に向けての準+(平成11年) 4)弄金7Eの設正(名SB会毎1秒 



…人の藷㍍警誓9芸芸完三十1芸｡芸｡B.3;言コ
科目 支却違普 涛yD�7以運��98年度予井 �4Ywb�

206.000 �#������� 

市JT村7i句会 ���������195000 又臟��2�&����ｲ�

その他の助成金 a ���0 �.h.��

加* ��3ゅ��ｒ�120,000 倡衣(橙ﾘﾘy:�8ﾈ4竏ﾍ9|x�2帝�iD陞��

寄付金 tB力会還元金 ■ �#������50.000 

42.850 田������道搬搬力全 

金箱jF7C金 湯��c��10000 ������

羊毛井金者元金 販売.宇美 その他の事業 受取利息 I �#���10.000 仞�J��･�8ﾙ�橦7IT冖ﾈ��ｾ��

68,939 鉄R�����J細い広場 

94,032 144 都������辛フェスティバル搬札/てサ- 

200 ��
収入 恥jt事芙蓉 ���0 ��

加助成金 a立会取崩 �##偵�c����80.000 0 冏ｹYH樢�B｢�

軌朝練虐金 収入A亡 �#"ﾃC�B�14.014 ��

qi.f ■支出の缶 涛3�緜湯�865.214 ��

科目 Aat* �97年尽決井 �98年東予fF 兢���

160.180 �154.000 ��

支部投iL会 �8 偵鉄��70.000 ��

If 儻8ﾔh�v�ﾈ���7 偵C3��80.000 ��

その地金ZL* �$��釘�����支地金 

-I *絹甘t �&霎hﾉ8橙｢��6��8ﾈｾ��66 1 偵Cs��ﾃc#R�617.070 60.000 ��

69 塔���100.000 �6�｣#�kﾅコ����冷�

医Ji3[兼愛 横芝相談会 鞍朋Lf上 ��,500 田������ 

.000 迭����� 

89 ��s��70,000 �(,�*ﾘ+R�

研捷会 ��"�909 ���������dうJ年3醜行 並東地区支紬雅会(白書.音別) 哉司レク(弛)一桁会 

レク.交法会書 ��r�935 ��S������

鵬会棚 �3R��000 鼎�ﾃ����8蓋l金X5000 

格技兵補助 活動 ������円 

★ 負担金.分粗金 HSkJl ��Cr經c���#������古fLfT+ 

1 �����10.000 俛�檍�"�

負棲全 �"��070 �"ﾃ�s��rなんれんくしろ｣ 

1fLQt 塔r���"��027 000 涛"ﾃ�����#����甲種所管確1 

1 適だ �#�ﾂ�648 �#������2ケ月X1.000円 コピー♯ 

54, 都��60000 ��

丈■■ ������12ケ月 

ir科書 )( ������ 

* ������I 

甘立金支出 寸書■ ､槻金 ��0 0 �0 2.144 ��

支出合乍 �14.014 �0 ��
865.214 ��
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｢さわやカ､--→　会長登竜曇申込ー

:生年月日:　年　　月　　日:

稼脚可能な日

下記のカッコ内の都合の良い曜日に○印をつけ･時間を取入ください｡

く日･月･火･水･禾･金･土)　　:00-　　:00

(日･月･火･水･木･金･土)　　:00-　:00

特技(取得資格などを記入ください一自動車免許も)

希望する仕事に柵の○印
パソコン･ワープD ･製本作業･単純な手作集･自動車運転･

その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

申込日　　　　　　　年　　　月　　B

(財)北海道難病連･釧祐地方腎友会共同自立事業センタ-

｢さわやか別路｣　御中



働く意欲-ある人

会鼻糞車乗に申込みを1-

この度､ (財)北-♯病連と紺地方官友会では･鞍病連加入3柑体

の会見に働く析(-)を-するために｢ (財)北海道鵬か鵬地

方官友会共闘立事集センターrさわやか執削｣を設立しZtJた｡

会員筆削込書には･自分の-のよい- ･ -苛･希望するtt事内容

･特技などをを綿いただき･条件のあった仕事が企業等よLJ受注できまし

たときに連脈さしあげて､ rさわやか朝削の手-で-ていただく予

●

定となっております｡

希望する方はぜひとも会員萱常の申込をして下さい｡

なお､萱糾込したから､すぐに仕事があるとは限り帥ん｡そのことだ　●

けは十分ご理解をしておいていただきたいと思います｡

蛸遺書頼連･ -地方官友会共舶立事業センターrさわやか紺

連絡先〒085-0034綿布白金町2 0番5号佐藤方

(財)北海道半肩連　釧路支部

℡25-2012 (F)

(財)





｢′~′一′~′一′~J-′~′･ 7つのスJ)-ガ>　-′-′-.-.-′-.-′-′事
ヽ

l☆　国と道は､原因の究明と治療法の確立を急いで下さい//
ヽ

!☆全ての難病の治療を公費負担にして下さい//

☆　介護手当ての支給と通院交通費､付添費の補助を/∫

l☆　患者､障事児者の教育の選択権を親と子に/!

!☆医療過誤､薬事を無くし被害者救済を//

☆　北海道の総合的な難病対策の確立を一日も早く//

事☆　広く道民と手を結び明るい福祉社会を実現させよう// 1

●　L ~1-～rl~一一′.~Y'`Vーl-叩一一一〈/"いP'''　i

㊨
Jt司法人一北斗速

報病連

卜1 ら l<′三亡/)才一L^,<　しろ

rlSlく11んれんくしろ　　崇23号　　　　　　　　　昭和48年1月13日　策三a♯捷紬認(,1
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