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第24回　難病患者･

日　　　　　経

7/2b(工)劇齢lS:00- (州lろ2･7ホール)

･書己食諸頑r/tンJCン病C)歴史t

らい手桶-;堵止C)を教,

･碁的終巻･鰯L躯えC,押入他

%7 〔日) ㈱　　　し巾Ilろ㌢ワホール)
｢棚糎予定田体-
.個人榊に卵鈴･範癖紛･人工相場鵬

.解舞加紳･僻和軸除･てんカtA･碑食

･′功蔽病普吟･パーキン＼/ン涌き除･肝舶戸倉

･ダ､ゥン痔節食･ Aしぶ音除･･且やLや東野令

.べ一十‥yト涌き除･才知的帝腐化病押合

.柵′欄射生液卵食･ 77卿節虎化東印食

･廟束彬険･剰わん轟き険･工β D野禽

.T.偽油費け半珍.gOOですや( ､一拍春季夢細､ら禰如く-みI/ます
一拍各李朝ィlL事､和解勧鼻の′ (スも岡をしています｡

帝匿市内L P頒)の竹から出発予定1-tすカで1腺合塊叶碕鯛

lT.縄目連絡しをす｡兼山の亨の勧化JiJをりして手



障害者と家族の全道集会

-～協櫛FL.客の　=.脇カE二つ　LLて--.一丁･一･

二C)鰯集金頼択･ttるたれこも訳山の協賛ご新枠､廃金

プログラムC,#賛木場C,ご真横を賭h,Jますよりお願い致します｡

プロブラLA協縦軸金泉

●
<<欝言// AAこ,'52芸:',: 772ミ:: /57000000 ((::二三:,''9b,,弱

く200'1′叫え､) [政リX I44ミ′J　50,000

〈1ページlr即) ) 216ミ,JX 144主,I /00,000

*協触各､イ抑∴亀好番考､頻軌妹(勅各沌盾サイズ､.屑l,t､

藤橋内各色ご遠路乍さい｡

●尭定文字･マーク入′).姥紋､アミ馴細､卑知友のイ細r"tL

げ､頗下毛像焚いたrごくか､別途棟乍料( IJl･-ゾiy,000-fBooo)

か-,E虜Ta.す.

*竹ラー帥&lJLSでさませんo

鴎砺壕の物日-R妙酵腐C'知合-こよ′トク雄b月30日とで

･elい1'-J･IさきすD

★脇督各社(イ臥J l=.ま､プoゲラL^一部乞贈呈Ltrこします｡

･X･ご不明rilStlこ7きよし7.LL下妻Zへ三連絡下さLt.

《軌.合わ禎珠))

帝T,^侮う容顔131軌9- 2

(蜘i･ヒ聯建イ頗都覇綿
TEL　2ち-ら602　f躯　2うーワ07/
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*　　特定疾患懇談会参加　　*
し-　*　一一*一　　*　一一*　　*　　*　1

3月2 5日､本別保健所主催の第9回特定

疾患懇談会が､本別町健康管理センタ~にて

開催されました｡

講師に､北海道難病連常任理事　三森礼子

さんが招かれ｢療養生活を前向きに送るため
に｣と起した講演が行われました｡

三森さんの体験をまじえながら､ユ　モラ

スに､また､出席された方々-日常の中での

不安､悩み､そして､その解消11J一法を問いか

けるなど､参加された方と･体となった和や

かな等歯気の中での講演でした｡

講演の後の交流会では､大変な難病を抱え
る方が多くいらっしゃったことにも驚きまし

た｡

皆さんか､前向きに煉養生橋を送るための

本別保健所でのこのような交流会への取り組

みに､同じ患者として心強いものを感じるも

のでした｡

し荒　尾)

*　　*　　*　　⇒　　*　-　*　l

辛                        栄

i北海道難病適1 9 9 7年度定期総会奉叫
*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*

I-　-*　　　ト　　　*　　　*　　　*　　　*

各ヒ糾細物柚会.Ei ･家族に対して黙軌

代表理事･矢野肇氏挨拶､こ来賓挨拶に続
き評議員より議長退出(大摺久子氏)されま

した｡ 1√19G年度の活動をふりかえって＼

伊藤弔掛.描)Jj菜嘗エfス､公的介護保険､

脳死､ i酎土子治療､ cJL′　口本大使乱入､質等

について話されました(.その後､ 199t,年

度の報tIE.-かあり｢払たちの活動がある限り＼

声を出していく限り､我Lqの社会もき-ノと明

るい側面がもっと明るくなり､社会制度も綻

験を重ねながら､より良い方向-と発展して

いくに違いありません｡全ての患者､全ての

人たちの人間としての尊敬が大切にされる社

会となることを心から願って､私たち自身が

よき友､よき仲間であることを信じて､共に

手をつないでがんばりましょう｡ ｣としめら

れ､新旧役員挨拶､事務局員紹介､閉会の挨

拶で木口の郎呈が終了しました｡

短時間で皆さん､本当にお疲れさまでした

夕食の交流会では､史料さんの進行でクジ

∴''., i.L:.lJiilr.∴lL∴∴Q
こしました｡

私は､南桧山の田畑和子様と部屋が同室で

この方はとても活動している方で､いろいろ＼

と話をしながら､自分はまたまた勉強が足り

ないということを反省しました｡

第2口目は､特定疾患等の在宅療養者の生

酒の質の向上を図るため､効果的な口腔ケア

のあり方を検討し､在宅療養者の自立と､介

護者か適切なケアを堤根できるように支援す
ることを目的とする､訪問口腔ケア推進事業

について説明がありました｡この事業は､保

健所を主体とし､原則として保健所が把握す
る特定疾患等の在宅療義者に実施する｡

...喜1:十㌦ il:I-I.!:･:L;.･, "'.･ ■L I..･1.i:I..:I:._ I

下を伴う者または､口腔ナ了が必要と思われ

る者に対し､保健所馴斗医師及び歯科衛生士

が訪問し歳事:i診療､しⅠ陛衛生指導を行い一刀

話者､ヘルバ　等を対象に在宅療養者への歯

科保健.,-)必要性と口腔ケ7の方法を普及啓発
し､在宅療養者の口腔内の状況調査を行い＼

1護支援者てある窟族等の口腔ケア).:対す,-J

意識三は査を行う苛業ということです

昼食のお弁当を食-2日間の日程を終了し

ましたe　こ苦労様でした｡

(成　町1

.1　--
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*　　特定疾患々者･豪族交流会参加　*
｣*-一一*-一一*　一一*-一一一一一*一一　*- J

保健所の中島保健始さんの司会で会合は進
められました｡

まず､本日の講師､ひがし十勝病院･地域

保健活動課長の富士英子氏の｢野菜主役の春
の料理｣の試食から始まりました｡

講話の主な内容は､次の通りです｡

青森県で長い間､地域保健に関わったり､

高校で指導をしたりして来た方です｡

&悪筆霊孟慧至芸志諾誓言雪蒜墓誌警芸､
ねになる｡

②病院の態度､考え方→スモンとのかかわり

の中で自分が勤めていた病院は､キノホルム

の使用を認めて､患者の立場にたったが､病

院によっては､それを誼めなかった｡病院に

も良い病院と悪い病院がある｡

③ ｢健康食品_lについて,例えは､健康食晶

のことで､ `■これさえ食べていると絶対大丈

夫"というようなことを言っているが､その

人の体質によって合う場合と､そうでない場

合がある｡薬膳料理も､誰にでも同じ物が合

うということではない｡

④今ときの食生活について,今の若い人の食
生活は､とても良くないと思っている｡やが

I.:'!｢言∴藍l: :t･.tt:.I...芸. r ‥

ソク菓子のとりすぎ､不規則な生活etc…

⑤ ｢がん｣をひきおこす食生活-もともと､
｢がん｣の細胞は､誰にでもあるもの､それ

があるキソカケで活動を始めるか､どうかと

いうこと｡食品からとるヒクミンEー　ビクミ

ンCがこれを抑える｡ビタミンA､カロチン

も同様な働きがある｡ (免疫力アップの食べ

方､暮らし方)

⑥ストレスは､免疫力を低下させる,精神的

なストレス､身体的なストレス､どちらも長

期間にわたると免疫力を低下させる｡心理的
なストレスが､大腸がんと関係があるという

報告もある｡以上､本日の講師､富士英子氏

の講話の概要です｡

その後､懇談では食生活の話題を中心にな

りました｡ ｢健康管理と食生活｣については

最近､特に問題が多くなってきている｡輸入

の野菜は､どうしていつまでも塵磨屋よ土産

姿をしているのでしょうか?殺虫剤は､どの

段階で､どのように使用しているのでしょう

か?残留農薬について､日本と外国との基準
の違いは無し､のでしょうか?etc‥‥間軌ま

つきません｡

また､キタキツネとエキノコックス症のこ

と､庭先まで姿を現すが大丈夫か?病気を防
ぐためには､どんな知恵が必要か?など｡

最後に係の人から｢難病連の方に話をして
もらう機会を作らなくてごめんなさい｡次回

は考えますので､またおいで下さい｡ ｣とい

う挨拶がありました｡

(山　崎)

*一一一*一一　--*-　-辛-　-　*一一　一*

第18回十勝鯉廉まつり参加

*一一　一一一*　一一一*一一--*一一一一　*一一　*

6月15日(口)､勤医協帯広病院にて開

催された､十勝健康まつりに介護用品の展示
で参加しました｡

今回は､リウマチの方などの生活に便利な

用品を中心に､食事､入浴､歩行支援､靴関

連の展示でした｡その中でも､リウマチ等で

痛みや､むくみでつらい思いをされている方

が靴を探すために､ご苦労されている話を多
く聞き､業者の協力を得て､身近では手にす

ることのできない､靴の展示をすることがで

きました｡靴は､実際にはいてみなければわ

からないこともあり､業者の協力に感謝です｡

また､これからも生酒の中で､このような

ものがあったら便利というもの､手に入れら

れないものなど､注意深く耳を傾けながら､

展示の機会を多くもつことが必要であること

を実感した健康まつりの参加でした｡

(荒　尾)

5　--

｢

*

　

_

.

*

し



1 9　9　6年度

部S括窮l専艮Ltt-十勝支自rS精勤考蚊笛 

月日酒動 刮�� 伜����ﾉ�Iv(ﾖﾂ�

4′14 ��c�H����ｬﾈ4ｸ98ﾉ��h�����fｸ､9;�>����ﾘ檍����総合福祉センター �"� 

5/18～19 剴�aセンター �2� 

5′26 �'｣H��6�4ﾈ985ﾈ99V�th,ﾈ檠�ﾘ檍����とかちプラザ �"� 

6′10 賠4ｸ,�/�.ｨ/�,h*�+��#�Jﾘﾗ2� ��1.050郎 

6′12 ��c�����迚YIo�醜橙���ﾉ(ﾔ�-ﾈ,(.亥����支部事務所 ��2� 

6/16 刹ﾎ医協病院 �"� 

6/20 �')69]ｸﾉ(�ｫ8�"靼ｹ��ﾏ�zﾈ橙�池田保陛センタ- ��� 

7/7 �-8.ｨ*�*(ﾔﾈ�ｨ8ｨ5H484�8ｸ6�5X�ｸ����� 迭� 

7/22 8/3～4 ��c(����迚YIo�醜橙��c#8���9;偖x檍�����支那事務所 湯� 

北見 ��R�

8/5 做)h�;���･��(檠d������c8����迚=��醜橙�札幌かてる2.7 ��� 

支郎事務所 ���� 8/20 

9/5 ��i;饐ｸﾉ(�<�.壱隲8ﾏ�zﾈ檍�����新得公民緒 �"� 

9′8 �>��k9{���h������4ｸ,�/�.ｨ/�,h*�+��#�Jﾘﾗ2�清水El赤柄院 �"�福祉機器展示 

9/10 � ��1.loo部 

9/12 �&��ﾙ]ｸﾉ(�<��ﾏ�zﾈ檍�����浦幌公民鈷 �"� 

第9回十勝に患者会のない患者豪族交流会 �484x5�5�6h42ﾒ�20 ��

9′22 ��cH����迚YIo�醜橙�イエスタデイ- 湯� 

10′5 櫨�9�8ﾙ�自�H･�:ｨ��kﾈﾗ9:韲�邊�藤丸ふれあい広場 途� 

1卜1 �')69]ｸﾉ(�<��ﾏ�zﾈ檍�����星喚 �"� 

11′2ト26 ��c�弌��h*ｸ*ｨ*(ﾔﾈ�ｨ�����,(尨�(,ﾉ?ｨ-8.ｨ*�*(ﾔﾈ�ｨ�����藤丸デパート �"�福祉機器展示 

12/1 剔麹√沁ャZンク- 澱�福祉機器展示 

12/1 12′ト2 冉ｸ､9;���ﾈ�(檠�8����札幌かでる2.7 ��� 

第16回全道支部協鵠会出席 第5回十勝支那役員会 新得保健所特疾交流会参加 �>��5ｨ985��ｲ�1 ��

12/12 剋x部事務所 ���� 

12′13 剏苣� ���講演 

12/20 偖ﾈ�迚YB���ﾔﾈ�8ｼh�ﾏ�zﾈ橙�エルバソ ��B� 

十勝地区支部役員研修会参加 �9ｸ皐7ｨ6X8ｲ�8 ��2/8～9 

2/24 3′10 3/15～16 ��ch����迚YIo�醜橙��4ｸ,�/�.ｨ/�,h*�+��#)Jﾘﾗ2�支部事務所 免ﾂ� 

1.loo部 

十勝支部経理打合せ 広尾保健所.患者結成総会 北海道陣等着金浪出席 �>��5ｨ985��ｲ�1 ��

3/17 剄L尾保健センター ��� 

3/20 剋D幌かてる2.7 ��� 

3/25 冏ｹ¥ｩ]ｸﾉ(�ﾏ�zﾈ橙�本別保健センクー ���iA演 

コンサートチケット販売 �(ﾈ粤以��6嚢讓檍ｺi[�ﾔﾈﾙ�竧.��x-ﾒ�

6月～7月 6月 �H懆5ｨ6(6yLYm��1O月～3月JPC国会細触署名井金 

全通集会協賛広告取り組み ���ﾈ簽�(ﾈ�*��8ﾈ��ﾈ.鵜ﾉHB�



壬_　9　_9　_6年度
十勝支昏TS決算幸枝告
一･.■h~　-~~--一･一････-I-I----- ｢　一一一-　一一1-i_　-. _ー_

収

科　　　目

支部運営助成金

市町村補助金

その他の助成金

参　加　費　収　入

寄　付　金　叔

協力会還元金

募金箱還元金

署名募金還元金

販売事業収入

その他事業収入

受取利息収入

雑　　収　　入

難病連事業参加助成

積立金取崩収入

前　期　繰　越　金

収　入　合　計

入

金　　　祈

190, 000

1, 018, 247

66, 000

16, 373

200, 000

195, 253

1, 976, 015

支　　　　　　　出

科　　　目

支　部　役　員　会

検　診　相　鉄　会

機関紙　　結費

研　　修　　会

レク･交流会費

活　　動　　費

H S K　負担金

事　務　局　費

事務消耗品費

通　　信　　費

交　　通　　費

資　　料　　費

経　　　　　　費

備　　　　　　品

積　立　金　支　出

次　期　繰　越　金

支　出　合　計

金　　　額

43. 266

21, 1 10

75, 466

0

0

193, 048

28, 646

63, 194

43. 770

6, 240

79, 727

91, 892

78, 288

7, 980

6, 450

0

8, 430

1. 000, 000

228, 508

1, 976. 015

上記の件について･厳正なる監査の結果適正であることを

報告いたします｡

支部会計監査
タ年　中月/y月

氏名東＼苧　環､@

氏名大乱睦子㊨
-　7　-I

費

　

会

　

会



1 9　9　7年度
十勝支藷TS寺子事言十画

行　事　計　画　名

十勝地区肝ガン検診

十勝支部役員会

なんれんとかちNo.23発行

十勝支部役員会

医療講演会(バーーキンソン)

なんれんとかちNo.24発行

十勝支部役員会
合同レクリュ　ション

無料検診

J P C全国一･斉街頭署名

十勝支部役員会

十勝支部役員会

ふれあい広場バザ　ー

十勝支部役員会

なんれんとかちN｡.25発行

十勝地区支部役員研修会

十勝支部役員会

取　　り　　組　み

コンサートチケット販売

全道集会広告集め

国会請願著名募金

【 _　　⊥__一一

--　8　-

お正子販売

募金箱回収

ーI___一一一l

売販ー
ツセ火花

ト

ー

レ＼
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キンソン病友の会
北海道支部帯広ブロック

・会長

・事務局長

帯広市

板谷

山根

弘

静子

・会報はまなす帯広４回発行

・医療講演会相談会開催

・役員交流会５回開催

・総会開催

一野遊会開催

・難病連運営委員山根静子

・会員数５７名 賛助会員４名

りﾋ海道支部総会に参加

・なんれん全道集会参加

・なんれん十勝支部各行事に参加

・なんれん音更支部各行事に参加

・帯広保健所主催交流会に参加

道腎臓患者連絡協議会十勝地方腎友会

・会長

・事務局長

大樹町

鈴木茂

岡崎由紀大

・難病連運営委員加藤

鈴木

・会員数２４０名

ｌ

］

こ

４

行串については、昨年と変わり無し。

腎友会のマンネ判じを打破する論議（役員によ丿。

患各が自発的に入会してくる様な腎友会のンスら･ム作肌

長期役員の解消と若がえり策。

健爾

茂

い）



ﾔｿ

|ヒiJi=jjl:べ チェット病友の

・相談員及川次枝

帯広市

八

こＺ二Ｑ 帯広支部

昨年度か釧木会してます。

現在は、及川さんが十勝のベチェット病の方々の相談員や北海道ベ

チェット病友の会の連絡員をしています。

膠原病友の会北海道支部帯広地区

代表細川英美

会計北風喜美江

帯広市

・難病連運営委員荒尾みや子

平井園子

大野ひとみ

・会員数２５名

新名簿作り・手話・各自の趣味のアンケトなど

１１－



尹
ｊヒ1毎=jJ首ノト九島会４静丿大lyy会’

分会長幸坂奈々枝

帯広市

・難病連運営委員山崎富士大

一会員数５１名

例年の例会、施設見学、懇親会、大会、クリスマス会、ボリング大会

等に加え、今年度より月･回の低年令児対象のリトミック指導を行う事に

なりました。

各行事の参加に年令の大きい子が少ないので、呼びかけしたり、行事に

工夫したりして、参加を増やしていきたいと思っています。ｊ

.1°●

l●

貨

リウマチ友の会北海道支部十勝連絡会

・会長宇佐見ヂエ子

・事務局中村恭子

音吏町

一難病連運営委員加藤登美子

田中広子

・会員数４２名

（けjレロ）道支部総会出席１名予定

８月総会兼食事会

賛助会員３名

yT⊇ﾚ↓道後縦靭帯骨化症友の会十勝支部

・支部長

・事物局長

帯広市

坂口貫一

占洋･廣

・難病連運営委員大道睦子

・会口数１１名

初秋、ｊＯＵ中旬から１１月初旬にかけ、毎年支部総会が開催されます。

昨年度も同じ頃、ワシン1･ンホテルにて開催されました。

芽室の方が初めて参加されました。

‥-･１２--



賢
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北海道肝炎友の会十勝支部

・支部長江口美生男

・事務局島良之

帯広市

・地区長加藤十二雄

帯広市

・難病連運営委員江口美生男

内藤雅勝

・会員数パ

俗

Ｔ分脊椎症児（者）を守る会帯広地区

一難病連運営委員加藤富江

・会員数７名

海

抑ぽ影万気彰球ご連絡くドハふ９７諮



価.I.,Ki..帯広福祉穣慕情輯

十勝視覚障害者生活福祉展
■▲

ふれ愛ひろば◎腎
◆便利グッズてんこもり!◆

◆相談コーナーもあるよT･◆

【日　時】平成9年7月20日(日)

午前1 0時から午後3時まで

【場　所】禁慧夏禁iiTLhf7整禦.)28)

(視覚に附をもつみなさんへ)視覚に障害があることで､困っていることはあ

りませんか?そして､そんなことを気楽に話し合った｡･相談にのっていただける方
がいらっしゃいますか?この催しは･視覚障害者の生活に役立つ最新の便利グッズ
やffLi報機器などを集めて展示し､いろいろな人達とふれあいながら､楽しんでいただ

けるお祭｡です｡視覚障害の専門家のご協力を得て様々なご相談にもお答ネします｡
どうぞお/^軽にご参加下さい｡ぜひお知り合いの方にもお知らせ下さいo <スタッフーrLq>

この企邑邑成功でttようと.一人一人の刀汎今燃え上

がりきしT3,.地戒にこんrd-にも刀扱い如執･＼て､身をあ

L,舌ない協力や､裏方でのlbくぼりL7-､牌が熱くtJTり舌す｡

北海適戯泉盈b実行参勤=加わうさとてし肱だき舌L,7:--･

壬･/_fA･,･ ＼′二･･二∴･ll･..<･泌■ --･ l･ i ､､･･Lt.:･･. Jl;･L: ､･:-/'冴

-I 1 4　---



甑-毒蔽f;TTY ･-t･･-叔･:#Il tn:i,㌔ : ･1-Jl*-･ET苦情事,/i-iS1枚

⊆≧して･この取り組みか?

湖の観を拍こ粗･見失ごとていくに-うLr=う良い裸

視糎害者､畠甑教酢水ランテっ了の鵜のわ硝折光

れ潤し1水絵?LこM,Lこfdl･)I ,dl=ひうベント的IT=L止L)う

こt･にfdtわ｡れてう月墳糾･実行奉声会の軌が作られ禄覚

●障害名の生加配つ-磯敵を･というこヒL=縄｡

旦鏑軸の内等夢

q展示コーナー

(日観通用射･音声机-ナ髄計亀瑚碑動BIFo

(点き周射･点き何れ点き臥点軒点き91･ア勉

● (弱視関願倶)通用(,L-ry)､達郎学眼鏡)滋棉奮磯風

(封組叔)　L丘札拘りをみ式白水他

(席額准#) I /ヾソコJでの裏声-液温L=拙著漁場

入出zJp拡大義元によもWINDoWSの字も他

減光コーナー(相殺馴絶711鞄)

日組射断ていること､孝行･日韓幽Z,JJ楓感材贈答.

LjJ-

o酋猷コーナーO疑似体鮎-7･一〇潔茶･カレーコ+.uQ.

b ､.滋･†ご･: ･ 1｢jヒ′!ll-･･､辛叩■L'':I ,.-,･･tく,丁- :-･ 1溌･>,,･.-=7､で=･-･i-!L.

一一一1 5　---



n..-;,:i. ･･ I-=二･･;,-源一-》::'-･'･'1- --:T.ニ`-う'tこす

*福祉制度を利用しましょう*
しこSL:rIh LTPや

葛ノヽt出仙1jB U) ⊂コ7TTコ二大⊃rT7ヲt i
/

J

/

対象　　　　　　　　　　　　　/,

身体降車毒手傾き持っこいぢく弓

も､必雫ぢ状況にあるa5a5奄ね65讃

以上6)人こ在宅O)人　　　S,
/

/

生計中lCI壱O)前年摩6)所得税額q

さL)自e負3BTJ決きる｡　　　　呈
/

与件障幸壱手帳6)補装具
I

J

釣魚.i易体障牽壱手順書持っこいこ手帳

ヒ筈乃れこいる勇17状況乃該当する
:^
■

:･同居O)直系血族6)前年摩所得現に

速L)韓定吉れ､自e魯裾乃決さるo

巨∃

卵降車毒手傾き持っこいこ手嶋
･･C喜乃れこいる卵状況乃該当すS.

トこ在宅O)人

手同居G)直系血慣G)前年厚所得税q
I.I.5L)草定吉れ､自e昏狙乃決香るo ;

･･:重義･三･表{5遠さIj)

L倍Uい機番乃ある

2専門家に蘭いこ見る

病院G)JT-スワー7]一

子S所0)人､保健婦古Fu

3葉巻に相談すき

軌膏こもらえる刀と5乃

申請手続き吉敷乏こも55

4受け付け悪口に申請す春

日賢所乃ら連絹乃来る

6納品

tL.ltgl/.ii髄{鼻だ堵響ばJi 《壁泌%}1,を混鼻絹L宜暮汁さ壮L.･･サL'i ･1 1

1 6　~~
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P
.
.
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a.11着fr tilJJ'.(ご束:,1.7WSJ:*-,?.-誉1詐･>-/;_iSi勧飾㌫ VL折:硬式TL･

* 福祉機器事業につい

福祉横盈鼻翼帯広営農所の開設かう､早7朋友也えT= 『

紬あい希広』 711･北海温赦免動=よも.全亙-(･LJ見過

的細塊でLのでま="的魚名逢わ左通L,､地域での蓬如

皇尊をLJのと,d､ってあり､蓬重力のjb点ねも動atLうレて

e'仏夢でちo　その阜蕩所を総括していく為にl甘､魚名由

●　身がカを合わせ努力L,ていくしかありません｡

福祉機器阜巣によ銅,庵は､ -の地点となか争葡所の組

舟経費と冶勤背金へ利用されて日吉す. iL/て地敢為勧
ヒし1う形1こ変えて広く施元L,ていくL/のて一寸｡

~~一一-■-----I-I-I-I-------◆一一-I-.-●-■-

≪　ご寄付をいただきまLr= ≫

難病連の金串であった･希蘇芳規親水6則旧二逝去これ

ご衷畝cfL)､国難'J鳩目邑されている如L=.狽宜てらdLTt_ら

●　ヒ･介魂研ヘッドヒ卑いすのご萄村をし-ただき召レT--･

/じよりご冥福をお初')いTC L'召すと宍Jこ.魂zMあ化度し)lニ

深く感謝申し上げ'表す｡

6月16日

吏三三~~

熱さ強Jt)

愚書日射こよるJh着さんのためのhriLt紙器･介耳用品ショップ

舶北海道難病連　福祉機器事業帯広営業所

ふれあい帯広　帯広市酉5粂南13丁目

電話　0155 (23) 6602

営業時間　月～金10:00-18:00

藁組,,-yl無雑･絶壁鼻割振(福祉機器事業帯広営業所)班
1 7　--



務 剌�.-れあい廿広利用者数及び内訳1996碓 

月 釘�5 澱�7 唐�9 ����ll ��"�1 �"�3 俘xﾇb� 

件数 湯�16 ��R�17 ��"�15 ��"�10 ����15 �����21 ��ﾃイ�� 

受付方法来訪 電話 �"�31 �"�3 ���2 1i �"�B�?�����1 5 4 �"�r���1 7 6 �#��r���4 7 9 �3��sR�s��ｨ自��/��

4 途�ﾓfﾂ�5 澱�__｣_ 6 

ー__垂間 .相議内東＼件数 �5��都��7 �5 
6 澱� 途� ���� �� ��i 病気について 重美生嘉納について �5��｣_ �"�1 �8�ｲ�1 �� ��1 ��� 湯� 

専門紙.専門医掛 ��1 玲冷�2 1 ��1 �� ��1 ��1 釘� 

1 ���1 ��� ���8 8 
友鴫について 

嶺淵蓋について 別紙について �2��3 �3 �� �� ��� ��

2 ���剴B�

介粥からの相誘 �"�"� �� �� ��1 ��1 釘�1 迭�R� 

社会鯛.鼓tEついて 息抜きとして �1 

営業所利用内政＼件数 礼綯�~i3= 亦ﾓ�� �� �� �� �� ��
13 免ﾂ�12 ����91 �� �� ��i 脈.貼qL.合わせ(-良) 免ﾂ�16 �9%R�B�?���B�等 兀��21 7 ��ﾂ�ll 1 泥ﾂ����_壁_ _8 �3���2�39 ll �#sB���2� 

･(車いす) 途�6 

･(ペフり 澱�｣き_ �15p 8 唐�4 迭�2�8 3 ������13 2 釘�2 ���B�ﾕ�u�� 

㌦㌻(娼舶) 迭�6 剴��2 

I(8.鵬持害者舶) ��R�22 �3%��･��6 湯�12 �2�4 迭�10 ��B�__室生 ��3�� 

∫(レ〃ル) ��｣_ 兩2+ �� ��1 �"�3 �� 坪�"� 

ショールーム見学 畑�几�� ��1 �?���#r� ���雹ﾘ��ﾒ�����ーfT 17 亦� �#��3r�25 一室_ �"�駘｢�3#�� 

柵鴨場と蛸島 経書臆皇とDi粗.営集 メ-カー.葉書との弘 幸差別柏0姐 鵬展.促斬.その色 支曲事海南利用内叡件 �21 舶､｢�"�32�+36 劍j 劔23 

6 �3b�

2 6 澱�4 迭�6 �&��10 唐�ll 唐�ll ��R�｣牡 ��

12 ���4 5 澱�10 唐�5 釘�6 途�5 捧%R� 

2 �2� � ��3 ��"�9_ 釘�16 途�6 ��

FI 芳念.会員.地主恥らのj組 側折から0主点 柵帥らの主純 綿剛l合わせ 鵬.李的正売 書生.鮒.署名.I(ザ-品等 諌会での朋(耶合わせ.コピ-等) 舶馴l合わせ.その色 本蕗よ帽S主軸鵬の遠島 免ﾅ��9 ��r�5 唐�9 途���3 ��r�1 ���25 ��3�� 

3 ��2 �� �2 ��� ��2 免ﾂ�

++~5 ���2 ���"�｣ ��13 �� ��3 ��~1~ � 劔 剪��#2�

1 ���19 �"�1 ��3 �� �� �#r�

7 2 鈴?���b�"���3 ��7 釘�2 �"� ��16 鉄%�� 

1 剪� ���2 �� �� �"�14 9 

~ラ~ ����� ��1 � �� -4 ��剴�� �� ��32 �18 

1 i】



*･*･*･*･*.*.*･*･*･*･*･*.*･*･*･*･*･*.*.*

*

*

･　　　　　　パーキンソン病　　　　　　*

･　　　医療講演会のお知らせ　　　　*

*

*

+:
*

*

*

*

*

･日F寺　1 9　9　7年8月2　3日(土)

P M 1 3　=　0　0- 1 5　=　0　0

･場所　帯広市総合福祉センター一一一一　　　　　*

(ク-tリ　ーー　ンフーラザ)

*

･書薄日市　｣ヒラ毎道大学医学部ネ中経内科　　*

田It　　手TS夫　教授　　　　　　　　*

*

･参カロ費　　　無　料

*

辛

*　　木目訣会を重点にお-fニー　医療孟再演会　*

*　　　にしたt･､と=考えております○　　　　　　　　*

*　　お気軽にご参カロく　ださし､○　　　　　　　　　*

*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*

*･*･*･*･*･*･*･*･*･*･*･*･*･*･*･*･*･*･*･*

- 1 9　---



@･)サイ7/L/Wt･一閃みの二項村を､ ･T:T:､されrこ｡ --{~

急芸芸妄票　筈L%の笑害悪

卦/ンケゲルの糾えlここ脇かr:r･/f乏しfこ･ -｣一一1---一一｣

炊･乳考利殖　　加藤承粂晩碑　●

湖17.本動こ3)/I鵜ラブJtLtt5 L f= -A-

扉顧拠ブ(リ
.ヽ∫　Jl

/:I:/7-チ_li--I-= I- :,:I -I// -

ゾ々t/ ,T:rtl･､/ト'iT;I,'示占'笥oI,8%;'oL '毎oo

･澄雄のラOQ/0% ･蕃略へ鮎し印｡ご鋤もtd!
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1

jヒ　き毎　道　難　病i垂

協　力　会　員　募　集

将来の安定した財源確保のためには､毎年1口2, 000円の

;

l　　　寄付を下さる協力会員が1万人必要です｡

1

1　　　2分の1が支部の収入になります｡

協力会にお入り下さいますようお願い致します｡

boo ｣も

.:

F

お申し込み先･･･北海道難病連十勝支部　℡23　6602　　　1

(.:

I-　--~　--　1　------..･ --　--　---　一･･ 1　-･-　-_-　---　__.

E･5Q:イ　魚　y Aヾ､与　十･.lQ-.:

萄　　yl　が　さ　　･lt.I
-1

や禁豊'Li::露悪束深まt.1れ'こタヾt･ :

-:-; I:_tj:蒜--≡:,;/ii_i ~意-lII-崇誓~
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帯広而酉5条南13丁目19-2

TEL (0155) 23-6602
FAX (0155) 23-7071

1オープン時間

^MIO:00-PM6:00 (月～金)

※土･日･祝日はお休み｡

幼新品

4梢殊ベット　●宅thヘット

+床すれ防止軒●斡椅子
+歩行捜　　　●リハビリ用品

4つま各和　　●ポータブルトイレ

●入浴用品　　●視XA芦壱用品
+その地番ft

和祉制J2の利用も可TiEてTo

'ロ｢一.Ll1111　●ヰIJll

tJg生徒壷附8す

ご病71のことや. IE祉先lliの

こ絹枝もお待ちしてまT.

(qL人事加AdJLjrの*)^す/+ろ令

再生不A性7日LJL書と書抜の会

全国林H力虚arの食北･IiJ東田

全国仲原捕去の会北.+iI支紛

全ESl,uSL切の子供書13 8金北itiJ丈野

生Eg二分V推定児(書)七年8余北.liI文P

全国‥-辛/ソ/OLarの食北ifiI文辞

岨iLmLA症の子供を守も舎北.*iI支β

E]ネオスrミItA食l人工LLn VIJA)北i+iA

B本てんかん‡4金(汝の金)北.暮iJ東田

8本リウ7チ衣の会北斗iA支田

It　　■　.A II t Jl　の　こ

北.liJI,J17X他大Jt灸･クローン功才の合
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北.iliAへモブイリ7 (Jh衣鏑)友の会

北,書i^へ-チI y r疏jtの会

才一ヽrCmn症カLつ子供書中も仝北･なiZは何
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