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釧路市で『難病患者等居宅生活支援事業』の
対象者を調査しています｡日日.日日詳細　2P
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釧路支部長　佐藤　僑洋

寒い釧路にも､桜の開花の辞しが開かれる良い季節になりました｡皆さ
んの体帝はいかがでしょうか､ご自愛下さい｡

4月13日(土)に行われました平成14年度の釧路支蔀運営委兵舎で､

前年に引きつづき､支部長として活動させていただくことになりました｡

微力ではありますが､役鼻一同共々､よろしくお帝い鼓します｡

難病連釧路支部の活動は､たくさんの方々の､暖かい励ましとご協力に
より､支えられてきました｡深く感材申し上げます｡

現在､国では､医療改革として｢難病対策の見直し｣が検討されていま

す｡

1 ､重症患者のみの特定疾患の鞍定

2､特定疾患の疾病数の固定化に'より薪療病を罷めるときには､旧

疾病を同じ赦だけ外す｡
3､パソコン導入による全国統一牡定基準を改定することにより､

特定疾患の稔患者数を減らす｡

そのような状況の中で､釧路支部として､釧路市､釧路町､鶴居村瀬会
に､陳情書を振出し､国に対しての働きかけをお肯いしています｡同じ病

気で苦しみ､悩んでいる仲間達のために､地域の医療と福祉を充実させ､

難病患者･陣亨者･高齢者とその家族が安心して暮らせる釧路をつくりあ
げていくために､カをあわせ､励ましあい､授けあって活動を前進させま
しょう｡
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難病患者等居宅生活支援事業調査のお知らせ

難病患者等居宅生活支援事業は､患者のQO Lの向上のための事業で､

難病患者等ホームヘルプサービス事業､難病患者等短期入所(ショート
ステイ)事業､難病患者等日常生活用具給付事業等といった､患者の療

養生活の支援を目的としています｡
釧路市では事業対象者の調査をしていますので.ご協力をお願いしま

す｡

《　難病患者等ホームヘルプサービス手套)

粗病患者等が居宅において日常生活を営むことが出来るよう､難痛
患者等の家庭に対してホーム-ルパーを派遣し､入浴などの介護や掃
除等の家事サービスを提供し､難病患者等の福祉の福祉の増進を図る
事業で､市町村(特別区を含む)が実施主体となって行われていますo

事業の対象者(次のすべての用件を満たす者)

●

①日常生活を営むのに時事があり､介護などのサービスの握供を必
要とする者であること｡

②特定疾患対兼研究事業の対象疾患(118疾患　次貢参府)及び慢
性関解リウマチの患者であること｡

③在宅で療養が可能な軽度に病状が安定していると医師によって判
断されている者であること

◎老人福祉法､身体障尊者福祉浜､介頚保健法などの施策の対象に
ならないこと｡

※もし対象になる方がおりましたら下盲己へ連絡下さい｡

珊　■●
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(財)北海道難病連釧路支部
〒085-0005　釧路市松浦町9-2 0

TEL t0154) 25-2012

FAX (0154) 25-2042
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釧路市ふれあい広場2002

日　時:6月29日(土)･30日(日) 10:00-15:00

会　場:釧路市境光国際交流センター
難病連釧路支部としてコーヒー屋さんをする予定です｡

お手伝いして下さる方は事務局までご連絡下さいo (TEL 2512012)

<しろ健康まつり

日　時:10月12日(土)　9 :00-16:00

会　場:釧路市親光国際交流センタ-

市民の健康意織の高揚を図ることを目的に､昭和60年度から開

催しています｡

お誘い合わせの上､ご参加下さい｡お問い合わせは事務局まで｡

(でEL 25-2012)

成14年度神軽難病患者リハビ

1.日　　的　神経難病患者の相蔽･リハビリテーションの場を設け､

患者同士及び息者家族同士の交流を深めることにより闘
病意欲等を高め心身機能維持に努める｡

2.対　　象　神経難病患者及びその家族

3.実施国数　年10回

4.実施内容リハビリ体操､遊びりテ-ション､租淡､交流会など

5.実施日程
5月　28日(火)

6月　25日(火)

7月　23日(火)

8月　27日(火)

9月　24日(火)

10月　22日(火)

11月　26日(火)

12月　24日(火)

2月　25日(火)

3月　25日(火)

給合福祉センター(大ホール)
コアかがやき(多目的ホール)

給合福祉センター(大ホール)
コアかがやき(多目的ホール)

爾整中

調整中
コアかがやき(多目的ホール)

コアかがやき(多目的ホール)

縛合福祉センター(大ホール)

給食福祉センター(大ホール)

13:00 ～

13:00 ～

13こ00 ～

13:00～

13･.00 ～

13:00 ～

13:00 ～

13:00～

13:00 -

13:00～

《問い合わせ先》釧路保健所健康推進課保健予防係
TEL　22-1 233

FAX　22-1273
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今年の　r第29回赦病患者･陣著者と家

族の全道集会｣は釧路で行われます｡昭
和62年以来15年ぶりの開催です｡

全道各地よりたくさん仲間たちが集ま
ります｡地元として歓迎してあげましょ
う｡ぜひ参加して下さい｡

:.A. :11･:L･ : I/ :I

1.日的及び主旨

難病患者･陣容者とその家族の抱える様々な間膚を明らかにし難病対
策の必要性を訴えると共に､北海道難病連の活動をアピールし､難柄
閉居に対する社会の理解を広げることで地域の医療と福祉の充実･秦
展に寄与する｡

2.レセプション(歓迎会)
-　　8月3日(土)  lS:00　釧路プリンスホテル

3.分　科　会

8月4日(日)　9:30　釧路市生涯学習センター

釧路市交流プラザさいわい
(詳細は右記の通り)

4.全　体　集　会

8月4日(日) 12:30　釧路市生涯学習センター

●

5.そ　　の　　他

お知り合いで協賛広告･寄付金･ボランティアをお願いできる方がお
りましたらご紹介下さい｡

-お問い合わせ先･･･

財)北海道難病連釧路支部
〒085･0005　釧路市松浦町9-2 0

TEL (0154) 25-2012

FAX(0154) 25-2042
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釧路全道集会分科会開催内容(02/05/10　現在把握内容)

部会名　　　　　　内　容　　　　　　i韓師等

あすなろ会　　　　沸済会

乾癖　　　　　　　医汝辞済会･藤淡会　小林皮庸科クリニック　小林　仁先生

再生不良性貧血　交流会

筋無力症　　　　　医療津浪会

鹿原病　　　　　　溝済会

心腺病部会　　　　交流会

パーキンソン　　　交流会

●　人工EL門勝朕　医療輔会
てんかん　　　　　交流会

二分脊椎　　　　　交流会

リウマチ　　　　　医療講演会

プラダウイリ　　　交流会

AL S　　　　　　医療誰演会

I BD　　　　　　医療津波会

肝炎　　　　　　　医療詐済会

後縦靭帯骨化症　医療沸済会

ダウン　　　　　　東浜会

腎臓病　　　　　　医療蘇演会

脊髄小脳変性症　医兼溝済会

多発性硬化症　　講演会

●　低肺　　　　交流会
橋本病　　　　　　医療沸済会

パージャー　　　　医療競演会

血友病　　　　　　交流会

ペ-チェット　　　医療群済会

もやもや　　　　　相散会

筋ジストロフイ　　交流会

オストミー　　　　医療辞済会

※ダウン症部会は8月3日開催予定

釧路労災病院神経内科　津坂和文先生

市立札幌病院　向井正也先生

道東勤医協釧路協立病院委員長　吉岡　威先生

市立釧路病院神経内科　松谷　学先生

釧路労災病院脳神纏外科部長　井須　釜先生

共同作業所｢太陽の家｣代表　橋本房恵氏

釧路泌尿器科クリニック各席工学室長　大沢　貞利氏

北祐会神経内科病院　武井麻子先生

勤医協札幌クリニック院長　其☆寮生先生

市立釧路総合病院　川端　某先生(予定)

市立釧路線合病院　内科部長　阿部　敬先生

旭川赤十字病院　脳神経外科　上山博康先生

-6-



釧路町では､特定疾息患者に対して医療費の助成を行っています｡
釧路町在住の特定疾患の方は､医療費の助成について一度役場迄問い令
わせて聞いてみてください｡

枕宴は以下の通りです｡

rx:;b'蒜'蒜'-′~'-I-I-I-I-I-I-′~′~′~′~′~1-I-I-I-′~′~′~′~′｢

ヽ

l

i　釧路町民で北海道の実施する特定疾患の罷定を受けた患者であるi
i　事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

i i
ヽ                                                                                                  ヽ

‡※雷雲慧限度額1ケ月7,000円　　　　　蔓●
i　　　　　(一部坤限度額1ケ月14･000円×1/2 i

蔓葦葦曇…撃≡芸芸墓診察分　量

LJ-Jこ.ここ:二:二;--J=,二J二J'i,-ノー.-.-.-.-.-.-′-′-′-.-.-.-.-,-I ●

※鮮しく知りたい方は次の所へ連絡をして下さい｡

釧路町役場　地域福祉課障専福祉係
TEL　62-2111　内線　163･ 164

(申請先)

釧路町役券　地域福祉課陣専福祉係か各支所迄

_7_
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私たちの仲間で通院歯難な人のための｢通院送迎ボランティア｣を募集し
ています｡

マイカーを持っている元気な難病患者とご家族の方､ 1週間に1度でも拓

●誓言諸芸票^e諾孟Ll訟誌ミご家族が車を運転できず､バスに乗る

._′_._′_′_,_,_,_′-′-,　《　概　要　》　-′-′-′-′-′-′-.-′-I-′-′1

●

サービス内容)　自動車による通院困井な透析患者等難病患者の通1
院介助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

利用対象者)　原則として釧路市内及び釧路町(一部)在住の､
自動車でなければ通院が困難な透析患者等難病患

者(利用会員)

送迎担当者)　ボランティア､自家用車の握供と事故時に自賠責､
任意保険を使用する事-の了承が必要

会　費　負　担)　利用会員:年会費500円

利用者は1回(片道)　3血以内:300円
3kn越え: 500円

の運行寄付

利用実凍/午)

年度 �H-r�延べ �H-r�月平均 

実利用者数 們�:ﾘ7ｸ8�986X4(4��B�送過回数 

11年 鉄2�92 田3B�106 

12年 塔r�112 ����2�138 

13年 ���B�133 ��3�B�165 

く申込先)　通院介護支捷センターrさわやか通院介護｣
〒085-0005　釧路市松滑町9-20

TEL　25-2012　FAX　25-2042
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藷り卜僑報

汁-ビス～ http: //mv. saigaALBi-Tl h go ,j P′ nal-byo/index･htrn

義難病(特賞疾鼠) ～帖p //ww,naTlbyou.or.jp/tokuteisikkafJ

* ]t海容難病盛0)藤一ムページ～ http://ww.tokei血i.co.jp/h-nanrerI/

難病対策の見直しなど歪要な情報を速報しています｡活用して
下さいく.

徽メデイ7)7.トり一卜専念(ML)冒) - http://ww.rnwf.jp

全国の患者･障害者団体が手を取り合い､国内品大規模のイン
ターネット募金サイトを立ち上げました｡
アクセスLてみて下さい｡

奇っこくだeU

｢わいわい伝言板｣ではみ
なさんの声をお待ちしてま
す｡

ホームページを持ってい
る方､又はこんな情報あり
ますよ｡とか､ "差し上げ

ます●‥`ゆすって下さい''

など､なんでも0.Kです｡

さわやか釧路
T E L　25-201 2

F A X　　25-2042

よろしくお厚,qL＼します｡

感わなく窃っ怒
り一つO･/ヽリコニ

カうオケあり諌ehガ?

釧路而知的障害者職親会
地域共同作業所｢ぴ-ぶる｣

連結先～同作業所
TeI　32-6557まで

●

_9_



集 知る　第3回

育幾o机磁変性虚馴せ守･

人間の神経系は､頭蓋骨と背骨に囲まれて手厚く保諌されている中枢神
経と､そこから出て筋肉や皮膚･粘膜､関節や靭帯､血管や内臓､そして

その他の組織や器官に分布している末梢神経とに分かれています｡
中枢神経は､解剖学的に大きく分けて､大脳､間脳､小脳.脳幹､脊髄

に分かれています｡大脳は主としてものを考えたり､感じたり､運動を開

始したりするプログラムが存在する脳であり､間脳は生き生きとした生命
感情を司る脳です｡小脳は運動がスムーズにいくように調節し､バランス

を保つために必要な脳です｡脳幹はこれらの情報を脊髄に伝えたり､脊髄
から入ってきた情報を小脳.間脳･大脳に伝達する役割をしていますo

こうした中枢神経の中で､脊髄と小脳とはかなり密接な繋がりを持って

おり､神経線経が情報伝達のために行き来しているので､この両者が一緒
に侵されることが稀ではありません｡この病気で､なぜこの経路が選択的
に傷音されるのか解っていませんが､この部分が病的に変性していく　く壊

されていく)病気が『脊髄小脳変性症(ら pi n o c e r e b el l a

r d◎g ら n e r a t ;o n-SCD)』と呼ばれているのです｡

この病気の原因は現在のところ､残念ながら分かっ

ていませんo Lかし､患者さんの家族の中には､同じ

様な病気の人が多発する場合が多く､遺伝的な関与が
強く考えられています｡

と/,毎癌症状が卦に湧Tl /寄1㊥電音か･?,.

小脳の機能として､体のバランスをとったり､自分との距離を測って手

足をスムーズに動かす働きがあります｡重力のある地球上で二本足で立つ

●　詣孟宗竿妄禁聖霊三二警三芸毘完慧霊.,警讐望霊宝･,讐禁警
くるように､脊髄から小脳へと入ってきます｡

この情報システムがやられてしまうのですから､自分の足で立つことが

とても大変になり､ふらつき､足を開いて必死に安定させようとするよう

になりますoまた､脊髄がやられると筋肉の緊張が高まり､反射が冗進し
て来ます｡これらの障害が進行すると､立つことさえ出来なくなり､車椅

子の生活を余儀なくされます｡
また､物を取ろうとする時､測定障宰により位置を確認出来なくなり､

手が行き過ぎたり手前で止まったり､ゆらゆら搾れたように動柊してしま
いますo　この症状は足にも来ますoまた､呂律が回らなくて酔っ払ったよ

うな話し方になったり､眼がゆらゆら揺れて『眼振』という症状を呈した
りもします｡尿が思うように出ないこともしばしばです｡

_1n_



｣2] Cもピljj郭碗葱.どう単C9たらLLも』も◎習軒か守

バランス訓練と､歩行練習です｡平行棒で鏡を見ながら､自分の体の位

置を確かめて､小脳や関節位置覚の情報不足を､視覚情報で補う訓練をし
て下さい｡また､足に500g程度の重りを付けたり､やや重たい靴を履く

など､重心の位置を下げて歩行すると､バランスが少しは良くなることが

あります｡試して見て下さい｡

幾感激はある⑲守宮かや

今のところ､決定的なものはありません｡しかし､ TRH投与療法があ

ります｡

TRHというのは､ T h y r o t r o p　7　n r e L e a s i n g h

o rmo nの略です｡このホルモンは､下垂体前葉を刺激し､甲状腺刺激

ホルモン(TSH)､フロラクチンの分泌促進のほか､中脳一辺緑ドーパ

ミン系､視床下部などに作用します｡これが､さらに小脳のプルキンエ細●

胞の機能に関わる物質として作用していることが示唆されて､大分以前に
注目を集めたのでした｡しかし､その効果は必ずし

もはっきりとはせず､ 14%の患者さんに対して､何

らかの効果が認められている､といったものに過ぎ

ません｡ただし､それでも治療方法がゼロでない(こ

の注射は､脊髄小脳変性症の診断があれば､保険で
の使用が認められています)という福音から､現在

でもこの病気に使われています　く筋肉注射または.

静脈注射)｡

この病気は､進行しますが､途中で止まることもあります｡

〔参考資料〕
"世田谷区若手医師の会ホームペ-ジ"

ht.DJ/w u.neL｡riD/S,PIS胤D h.mlより抜粋●

(記/脊髄′ト頒変性症友の会　神　利恵子)

',､鞠:

凍　　　　㌦　草

→

㌔

-1ト
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平成14年度 侶固道営 会が調催凄 弛嚢.t3,.た

去る4月13日(土)午前10時より平成14年度第1回運営委員会が開

催されました｡

運営委員会は(財)北海道難病連寄付行為施行細則第6条による議決
機関であります｡

今回､ 42名中､ 27名の出席及び8名の委任状で計35名(出席率83%)

で開催されました｡

支部長あいさつに引続き､報告事項として平成13年度活動報告､会計

報告､会見監査報告､審議事項として､平成14年慶事菜活動計画(秦)､

予算(秦)､役員改選(秦)が話しあわれ､事務局の原案通り東課されま

したC (詳細は後記)

●　　又､運営委員会後に第29回全道集会(釧路大会)の第2回現地実行委
員会が行われ､各自の役割分担､今後の日程を決めました｡

- Ll_-



(射北海道輔遵

平成1 3年度弼支据動報告書

期間　自:平成13年4月　1日

至:平成14年3月31日

清載内容 佇�?｢�会場 伜����ﾉ�Iv"�

1.全集(役負金) ��

第-回遷宮委且会 滴ﾈ��I?｢�交流プラザ �#�kﾂ�

弟一回幹事会 塗ﾈ��$T��′′ ��洩ﾂ�

弟二回幹事会 祷ﾈ繪?｢�〟 ��洩ﾂ�

芳二回運営委員会 祷ﾈ�#�?｢�′′ ��ykﾂ�

第三回幹事会 ��ﾈ���?｢�〟 ��Ykﾂ�

三役会 �8ﾈ粤佇��ノy 丿SYkﾂ�

2.横河ま.他発行 ��

なんれんくしろ32号 塗ﾈ��)?｢�さわやか朝蕗 塔s�YB�

〝33号 ���ﾈ褫3�?｢�〟 塔s�ｮ��

"34号 �(ﾈ繦?｢�Jr 塔s�YB�

_H.



●

活動内容f月.EIE会場_F参加人数l備考 

3.者宿勤(研鹿会.交沈金.そLQ)他) 

くしろ健康まつり �5月13日 俛�ﾝｸﾏ�zﾈ5ｨ985��ｲ�2名 

榔軟さ乗. 僖�ﾘ99T竸2��5月27日 刋ｨｷ儼����85名 

績解骨雌雄柑 �5月26日 ���130名 

ALS躯出羽蛤 �6月23日 佰�xH7h8�5R�45名 

ふれあい広場 �6月24日 俛�ﾝｸﾏ�<�5ｨ985��ｲ�13名 

秀フェスティバル �7月21/22Ⅰ∃ ���28_名 

全道集金 �8月4/5日 倅I���2�イ9名 

合同レク �9月16日 兔ｨﾖ�*ﾂ�26名 

抑駁煤錦会.舶蹴 �9月22日l 佰�zﾈ7h8�5R�33名 

兼房医轟.福祉相談 �10月21日 仭ｨﾖ�*ﾂ�60名 

JW斗I且 傚���1′19.20日 �(ｪi*ﾂ�16名 

新年交兼会 �2月16日 佰�zﾈ7h8�5R�44名 

井病連理事会 剞庶朖佃) 倅I.x�2�支書拓長 

4_相萩業者 

電蓄 儼�kﾊI<�.壱隲:I5ﾘｼY9�,�,(*(,B��27件 

辛 ����3件 

来訪 瓢H��曵9�,�,(*(,B��5件 

5.その他 

協力会月の拡大､PR活動-,募金箱の設置 

各部会地域支帝の支凄､育成 

自立事業センター｢さわやか釧拓｣の運営 

遺駿介葦支轟センタ-｢さわやか適蘇介護｣の運営 

_14_



活動報告

日　1　3

4月　8日由I　　｢さわやか舶｣　　羊1回岩音垂A会(弟町会甘)
.　　　　｢さわやかi洪…介帆　　　　J'　　( J　)

1 2日田　　　並海老柳連■全く札萌)

13E]心　　　会式支辞書i■会　(∫ )

6月　2日tt)　　ぺ-チェY･}ト洪友の会脚生会(交洗プラザさいわい)
9日ttl　　軸灘東地区支桝十台　　　　(　　J　　　　)

1 0月　4El輔　　　桝ボランティアの集い(■…所)
20日仕I

l1月10日tt1

11日CB

20日帥
22日輔
23El噛

27日的

12月　3日伸

13日輪

1 5日ttl

′

佐■ Jh果　樹
′     ∫     ∫

: :竺a'●

.　　　　桝

■　　　　　′　　　　　■

SLE.リウマチ廷掛金(Jt帥)

JI岸萌中支サパーキンソン医掛金(JF岸町あみか2 1 )
てんかん民納会(Eil■交流センター)
ALSネットワークづくり(棚. JlB繭)

-　　　　　(労炎　榊　棚)

琳弟子月支辞2 0 Jq年!巳会式九(緬的

ソーシャルワーかの件(鞭和書甲FFD

舶市介相集定市民車上金(交洗プラザさいわい)
ALSネットワーク#1回金* (労先細
rさわやか■蕗J集2回名書垂JL金(交洗プラザ古いわい)

rさわやか刑　■　　　　(　　　■　　　)

i 8日㈱　　　青書小轍住ま■&支辞あいさつまわり(御所,労災)

H　1　4

1月26日は)

2月　3日心

19日蜘
22日幽

3月26E]帥

27日㈱

gl山
L榊
'%;I +

r丹頂の句J落止ま(丹廿の#)　　　　　　　　　　　　　■

rさわやかjL島介tjボランティア紺金(ホテルレイトン) ′　　■

切払地域保棚金■ 【■井】 (■蜘所)　　　′
ALSネットワーク革2回金dt (丹瀬の■)　　　　　　　　′

耕各市介書長浜兼定市民垂A金(交沈プラザさいわい)　　･
dB地槻批甘暮春(プリンスホテル)　　　　　　′

_15_
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(財)北海道斬遵

平成1 3年度摘支部決算報告書

収入の善巧

●
期間　自:平成13年4月　1E]

至:平成14年3月31日

科目 ��9D�7疫ﾈ蠅�13年度決算 侈ﾉwb�

支部藻営挿助金 ��sRﾃS���175.500 亶H鯖V��^(�ｾ��

市町村符助金 ���������190.000 册��2馥�禰.h.��

その他の助成金 ���0 ��

参加費 �#��ﾃ����193,000 做b��(8ﾈ4��

寄付金 �3������49,254 ��

協力会遼元金 塔������85.318 亶H鯖¥引Xｺi|ﾘ橙�

募金箱題元金 迭ﾃ��D��1,694 亶H鯖�I4ｹ^Xｾ�J��

署名募金遺元金 迭ﾃ����3,420 櫨�9�yIH��kﾉIR�

廉売事菓 鉄�ﾃ����50,493 �-8.ｨ*�*(ﾔﾈ�｢�

その他の事業 田������76,370 傚�7H4h5厭G"�6�ﾔ��

受取利息 �#���20 ��

雑収入 ���0 ��

農病遵事業参加助成金 �#��ﾃ����187,400 冏ｹMHｾ��ｹN��

積立金溌虚 ���0 ��

前期簸越金 �#b�����26,190 ��

収入合計 ��ﾃ�#�ﾃン��1,038,659 ��

_16_



巨星司鮎巨i自

科目 �13年度予算 ��9D�7以亥｢�者要 

会議費 ��250,000 �##Bﾃcs�� 

支布役旦会 塔�ﾃ����71.371 �餒��ﾂ�

本名会議費 ��s�ﾃ����153,380 仭��2�

その他会議糞 ��0 ��

事業費 ��654,.615 都#津sc2� 

地区集金費 ���ﾃ����17,000 ��

全:遭集会 塔�ﾃS���69.loo ��

医ま東浜会 ���ﾃ����12.600 ��

検診相薫会 迭ﾃ����42,946 俟�*ﾂ�

橿珂;臨.藷費 ��#������121.169 �/�ZR�+X.ｲ�

研修会 ���������161,102 ��陝Xｨ��

レク.交流会費 ���������183,191. 狽�

地頒布会長助費 塔������66,500 ��

相葉旦祐助 迭�����3,600 ��

活動卓 鉄�ﾃ����35.840 ��

負担金.分担金 ��"ﾃ����ll.000 ��

HSX負担金 �"ﾃ��R�5.115 �8璽�CY�ｲ�

推持運営費 ��117,275 都"ﾃCCB� 

牢番局卓 ��"�����12.000 ��

事務消耗品費 �#�ﾃ����9.020 �5(78�ｹ�2�

遺膚卓 田�ﾃ����34,674 几��

交点費` �2ﾃ����2,600 ��

資料費 迭�����14,150 ��

推費 ��r�#sR�0 ��

積立金支出 ��0 ��� 

予儀雷 ���0 ��

次期集冶金 ���ll.781 ��

支出合音十 �1,021,890 白��2ccS�� 

..17_



●

●

(財)　｣ヒ朝生式正嫡軽罪琴連

支部会Si･監査　　報JA-･一宮

(∬)放蕩老輩鍬連　代表有事機

記

=}停　支草

: YE戚L 3年妊　支耳決昇報告書

上記の件について､ Juなる普豪の始集､ il正であることを稚曹

鼓します■

乎銘Jヶ年+月f臼

4露支揮会計空真

鶴β呼子亨を傘

由や村平泉5T ㊨

∴rFiP



th)輔加
平引4相織支封圭･舌掛甜

期Pt　白:平鹿14年4月　1日
至:平淡15年3月31E]

済井内専 佇闔ｩ?｢�金4 冰ﾉ.囲ｲ�書考 

1､会■■く役JL会) 

井1阿謹書垂JL金.金玉集会打合せ 滴ﾈ��4Vﾂ�交江プラザさいわい �3�kﾂ� 

才2回美音垂J卓.全泌金打合せ 塗ﾈ��Y?｢�∫ �)v�8r� 

三役会 度ﾈ��∫ 添kﾂ� 

書1回幹事会 度ﾈ穩�∫ ��Ykﾂ� 

弟3常連甘葬JL金 嶋ﾈ��∫ �#�m�� 

三役会 ���ﾈ��∫ 的kﾂ� 

書2日書事金 ��ﾈ��∫ ��Ykﾂ� 

2､■■■■B発行 

なんれんくしろ35号 店ﾈ��さbやか■lB 都�巴� 

■36号 祷ﾈ��〟 都��"� 

■37号 ��ﾈ��∫ 都��� 

3､書書落一世■く研t■金､交流会､その他 

ふれあい広I 塗ﾈ�#偵3�Vﾂ�Eg書交沈センター 免�"� 

■フェスティバル 度ﾈ�'Ifﾓ#�?｢�∫ ��Ykﾂ� 

■#JL着京Jk.Fr青春全社先金 嶋ﾈ�2紵?｢�■JBTr �8fH4駝ﾂ� 

d樹医合同レク 祷ﾈ��中書書文書 �#�kﾂ� 

くしろ書JFまつり ����ﾈ��$Vﾂ�再JB交妊センター 妬kﾂ� 

道東地区役J群書金 ��ﾈ��脚 痴��kﾂ� 

J姑支棚年女沈金 �(ﾈ��他門ずrt.か 鼎�kﾂ� 

自立事集センターrさわやかglBJの5生首.3晩介…センターrさわやかa匪介す一の浬昔 

4､その他 

((毒ほ昔要旨安野払誉緊蒜芙チ苧書削ほほ詰ま芸暮雲嘉委細の4t- 

ー1 9_



(財)北海道斬遵

平成1 4年皮相支艶予算書

収入の書信

期間･自:平成14年4月　1EI

至:平成15年3月31日

科目 ��9D�7以亥｢�14年妓予算 ��ｹ┫�

支帝運営補助金 ��sRﾃS���175,500 �馭9*ｩ�ｩ�b�

市町村補助金 ����ﾃ����190,000 册��:I�8禰�8.��

その他の助成金 ���0 ��

参加費 ���2�����180,000 伜運俘y:�8ﾈ4��

寄件金 鼎偵#SB�30,000 梯�

協力金丑元金 塔R�3���80,000 仄i|ﾘ橙�

募金箱題元金 ��ﾃc釘�5.000 竸Xｾ�J��

署名募金遵元金 �2ﾃC#��5,000 ��

蔽売事業 鉄ゅC�2�50,000 �-8.ｨ*�*(ﾔﾈ�｢�

その他の事業 都bﾃ3s��30,000 傚�7H4h5�5�6�+rﾒ�

受取利息 �#��100 ��

雑収入 ���0 ��

兼房遵事業参加血成金 ��ビ紊���200,000 冏ｹ.��伊2�

積立金淑崩 ���0 ��

蔚射漁連金 �#b�����ll,781 ��

収入合計 ��ﾃ�3ゅcS��957,381 ��
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支出の書β

科目 �13年ま決算 ��ID�-ﾉuﾈ桙�義手 

会議費 ��224,671 �##Rﾃ���� 

支部役旦金 都�ﾃcs��75,000 兌8ｼｨ��ﾂ�

本尊会考費 ��S2ﾃ����150,008 冏ｹMI�8ｪ｢�

その他会aI糞 ����0 ��

事業糞 ��729,763 田c�ﾃ���� 

地区集金費 ��rﾃ����5.000 ��

全港集会 田津����50.000 僖�Y��

医療講再会 ��"緜���10.000 ��

故診相萩金 鼎"ﾃ鼎b�5.008 ��

機関鼓.藷費 ��#�ﾃ�c��120,000 兒YD�*ﾘ+X.ｲ�

研修会 ��c�ﾃ��"�150,000 ��

レク.交滝会 ���2縱���180,000 侈h�b�

地j貞市会孝助 田bﾃS���70,000 ��

和漢且補助 �2ﾃc���5.000 ��

活動雷 �3R繝C��50.000 ��

負担金.分担 免ﾂﾃ����12.000 ��

ESK負担金 迭���R�3.000 ��

配急事秦 ���0 ��

推持運官費 ��72.444 都"ﾃ3��� 

曹薯局貴 ��"�����12.0.00 ��

革者消耗品費 湯��#��10.000 �5(78�ｹ�2�

遵膚丑 �3BﾃcsB�35.000,.. �6I�){��

交:遺費 �"緜���3,000 ��

資料費 ��Bﾃ�S��5.000 ��

社費 ����7,381 ��

積立金支出 ��oー ��� 

予膚費 ��8 ��� 

次期捷港金 ��ll,781 ��� 

支出合音十 剳�1,038,659 涛Srﾃ3��� 
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難病という病気を持たれた方々と生活される御意族はr難病といわれる病気はどのような病

気だろうか｣rどのように看護.介醸していくと良いのだろう｣と､不安や疑問をお持ちになること

があると患います｡また､病気を持った人が地域で生活するうえで､御家族や周錦の方の協力

や社会サービスを活用していくことが必要なこともあります｡この教皇は住み慣れたところで療

養生活を続けられるために､看護･介護の方法や技術を身につけ､病気や療養について学

び､理解を深めることを目的に開催いたします｡

日時1回目　平成14年7月　6日(土曜日)13:30-15:30

2回目　平成1 4年7月1 3日(土曜日) 13:30-15:30

場所　御岳市生涯学習センター　802･803号

TEL 01 54-41-81 81

内容　1回日

①盲講義　r難病患者の社会生温｣

講師　釧路保健所保健師

②講義･実技r基礎看護･介草技術及びEI常生活用具の活用｣

講師　作業ま法士

2回目

①講義　r神潅紫蘇の理解J

･講師　耕法労災病族称簾内科車挿

②講義･菓濃r鴫下障害のある人の食事貴誌食｣

●
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お梅やみ

●

5月14日､午前4時45分に元(財)化海送難病連釧路支部長でした

上　田　弘さんが行年63歳をもってお亡くなりになE)ました｡

謹んでお悔やみ申L上げますo

昭和51年　1月　23日　発病､透析開始

51年11月　　　　釧路地方官女合役立に関わる｡

平成3年3月まで利金長､金長を歴任｡

北海凍甘味病患者連絡協弘金幹事･運営重文食･利金

長を歴任

昭和54年　　　　　　　難病連釧路支部吸血準備金世話人として清見｡

剖支部長･支部長を歴任｡

昭和63年より今年3月まで:叱海漣港病連理手の安城｡

難病連白糠･音別支部混血に尽力｡事務局長に就く｡

平成10年　5月　　　　難病連釧路支部･釧路地方官友食共同自立事業センタ
ー｢さわやか釧路l混血準備金せ潜入代表とLて尽力｡

平成10年　6月　　　｢さわやか釧路｣代表｡

23年間に亘り､遭東地区患者活動の牽引力となり､且つ(財)北海遭

難病連理事を歴任するなど､常に患者合の指導的役割を果たしてこられ

ましたo

●警芸孟宗孟霊.^霊釜だ若君=T^L芸,91認諾LP,La三oT賃主君芝讐芝'誌芸

すが今年も昨年同様同じ仕事をやらせて頂きます｡

宜しくお顔いします｡
≪内山由貴子≫

定山渓温泉で行われた筋無力症北海道支部総会に出席してきました｡みなさん､ほ
がらかで明るく､ (年よりずっと)若い!改めて友の会っていいなって息いました｡

≪棟木　秀子≫

ご存じですか?の記事を書く事になり､新聞記者のごとく取材に｡その前にホーム
ページを調べ取材の許可を頂こうと連絡するとなんと､店を閉めるとの事｡個人的

にも気に入っていたのでダブルのショック｡今回は浅念ながらお休みです｡

私事ですが､名字が変わりました｡シタこと読みます｡
≪志谷美奈子≫
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