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2　0　0　1句二度の終オつり　古こ

支部長　山　崎　試土夫

2 0 0 1年度の終わりに当たり､難病連十勝文部の活動の蔀や､連絡事項､お

願いなどについて申しf二げますo

先ずはじめに､十勝地区の各患者会の部会の皆さんの､十勝支却-の支援､協

力に感謝しますo部会は､現在準備中の部会も含めて､ 1 1詞桧がありますo所

剛ーる会員の総数は7 5 O名余りです0.LLE者会として0)日常的な所動は､部会の

所動が主ですから､十勝支部のことについては､あまり必要感を感じていない方

もいらっしゃると思いますo Lかし各部会の全道組織を適して､北海道難病連に

つながっています(】

●　り讐こ､雷登志子誓警ヱま表芸霊芝芸益警孟孟㌶霊芝芸三三霊言霊

●

々々では､とても弱い_IT_場です｡連笛して私達のおかれている実情と願いを行政

に槻わっている止揚の方々に伝えていく必要かあります｡その意味で北海道難病

適の存在は大きいと思います.

北海道難病連の下部組織である､十勝文部では､各部会から選出されている役

tJiで活動をしていますo活動資金も厳しい状況にありますo国及び迫のT,算の削

減で､本部-の補助金も少なくなっています｡当然､支雑-の活動兜助成も滅和

されています(,私通は､基真金をお願いしたり､バザ--をしたりしています｡その

ような状況で､今年度からは､各部会への助成金をお渡しすることが出来なくな

りました｡どうか､ご部解を頂きたくお願い申し上げますo

｢医療制度改称｣に反対する､ 3 ･ 2 8全国患者･家族大集会が開催されますo

今､難病過では､この集会に向けて大きな取り組みをしていますo詳しくは､会

報で知らされると軌､ますC北海道難病連のホ一一ムページ難病対策の見直しなど

弔要な情報を速報していますo http://www. tokeidai. co. jp/h-nanrcn/ですo

また､新しい年度が始まりますo十勝支部は､派手なことは出来ませんが､活

動の火を継やさないで継較して行きます｡相談のある方は､ JLti話を下さいo私共

で分からない事は木掛こ連絡をします｡新年度の全道大会は､釧路で開催されま

すo支部では福祉バスを予約しています｡後日､参加者を募りますo

支部では､共同作菜所を開いていますoパソコン教室ですo障評者手帖をお持

ちの方を対象にしています｡無料ですo興味のある方は､ 0155-23-6699に屯話下

さいo

今後とも､会員の皆様のご理解とご協力をお戯いします｡
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道東地区支部役鼻研修会報告(1月19 ･ 20 Ej)

十勝･釧路･根室の館内には･九つの支部がありますo　転年､

本部の指導で役員の研修会をしています｡会場は毎年持ち回りに

なっています｡今年は､阿寒支部が担当で､阿寒の本町の｢サー

クルハウス赤いベレー｣が会場でしたo支部からは､山崎.成田･

加藤(`由)･早川の4名が出席しました｡

第1日は13時30分から開会式が行われ､来賓の阿寒町助役の

水野氏･同町社協の吉田の両氏から挨拶がありました｡

早速研修に入り､ ｢介J#保険の利用の仕方｣と越して阿寒町社会

福祉協議会指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の武凹敦

氏から講話がありましたDいわゆる､ケアマネージャーの立場で､

一一人の方の事例にそって､発病の状況から相談の経過､現在の状

況など具体的に紹介されましたb　脊髄小脳変性症の患者さんが､

何が出来て､どんな介護を必要として､家族ができることと､で

きないことは何かなど､綿歯に相談をして･病院や施設をどのよ

うに利用するか週単位で計画をたてて行った様子を紹介されま

したo　更に､体験発表では､その家族の方から､介護を受けてい

る立場で話されましたoだんだん症状が速くなっていった経過と､

介護の様子がよく分かるお話でした0　両者の信頼関係が非常に大

切だと感じました｡

その後､懇親会では､本部の事務局長の伊藤たてお氏から､他

府/LFTl<の患者会の活動について紹介がありましたo　また､各支部の

紹介などで交流を深めました｡

以上報告　山崎　富士夫

久し振りに研修会に参加しました
一日目は介護保険の事例に基づいて発表及び利用の仕方につ

いての勉強でしたo　まだまだ､良くわからずでしたo

二日目は講師伊藤たてお事務局長による｢葬琵病対策の見推しに

ついて｣資料を参考に勉強会o　真軽しいのと､時間があまりないの

で要点のみで､あとは､資料を良く読む事で終わりました巾　やは

り･為になる研修会で､参加して艮かったです｡

日本二分脊椎症協会　加藤　富江
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新年会に出席して

今'rF･の1月2さ日ヨにデジタルILJ)の新年会がr1-～)リ､私は机d7'て山托させ

ていただきましたl

寿司LI三で行われたiLJf年会は､和や′-'J)な,:/:三笑のiTl,となり､私も三㌍しませて

いただきましたU

みなさんのお榊もyEl=',-日:り/Eき_'iiさして見えましたノそこでは､みなさ

んがrFTlじHの】r,'.ほでした〔,だからこそ､楽しい時を過ごせたのでしたう

みなさん′川司じ柄'式U)I,I,7H-7ばかりでは(I:?りませんから､何もかも､分iJあ

えるとはJil,えません､でも､多少でも仙人の側にたって考えられる気持ち

は忘れたくないもcl)です

I.rrT'rf=･会の光l;しには､みなさ′Lu)千/L/なわずかだけと恭賀irJil,いやりが､

仏には見えた椛な気7)こします,

人L)Jな日割rllJを過ごさせていたたきまLた､ありがとうこさいました

これから妻Jよろしくおr,i?/qいい;こします

3_r _.I

∴　-　●

田口　rLl夫

食後のデザート

支Jl'fLS仁　山nl.fi,)'1　,,-+.;ノゝん

デジタルTfJl1-　日伯､氏原は　　お出1子

ありがとうございました　　　　　　　IjlAjr/Jil,15より

､_ヽ　▼~



部会優場瑚鳩舎
~芯広巾　瓜三㍍　Li.i7t_　(南美　9 1 17)

会員Lr)皆さんjj元丈､です′ノ､り去;ri ｢1剤Irlト行ってきま十｣と三三JrLLまL

に､ JHL-広の広瀬南美･ 5才です.たくさんU)方'Iに子糾し配を7),けたのに~純

1117が遅くなり大空申し訳なく思っています- iTi-近やっと.liち前き-ンを取

るliiができましにへ

干満竺油よりELJl写己､南美の体刑を考え矧詞に巾行で十､

3;F生の息子に｢お位さん南美を助Hてね｣と言われ｢まかしとけ- ! ! ｣

とカノツポーーズ
Jl副7.]はすっかり春いやji-のH.で､北田/f=.まれの私達位十は/i試供に朋れる

爪にすこく吉名しましたし(これはJr】11-校まで).)i/')､りました)

T舶三は｢JT抑にとも榔',jt ･心,T:!^4梓川引山　に入院　たくさんの3-Jl友達U)

イrl叩『入りです

手術はIこくかかりました.彼女の/i:.Ll'汁力を信じi;EIすたご1 'rF欄でしたので､

大丈夫だという強い気持ちと白けそう7,亡臼分とJ)戦いでも`tr)りました

先生から｢速く,-)､ら来たかいがあり　　　　　ましたネ｣とこね,il′た時､

初めてiiJ=fがttijましに､

(本当を言うと実は腰がぬこうてい

たのです､これは後で笑い話です)

術後の治焔でな-/)ゝな7),,lL],うt,'ll :こ

回fLlしていかない南美でし-/t　また､

まだ言力rt;が出ていrL'い頃でしたの

でコミュニケーションを上手く/i

う如ミできず｢次は何?｣という不

安感でずいぶんストレス,Ji-f･よじてい

る肘f･でしに/)～;､ T,I-L.,ll-I ･石掛..ほん.こIlJいられ可壕がもれ消えていた尚美

の芙FJ享がだん-I:ん7≡/｢てf==･二日手.I-tコて･りとし主LIJrL
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ほとんど言恥)ミ出ていな/llったのですが｢イヤ､イタイ､ダメ｣だけはは

-〕きり.言古す様になりこれはJf-,qとしてこガ笑いですし

いろいろな所から病気とrj'Jっている子Hl漣がたくさん入院しています

ダウン症の子供達もいますJみんなカマン強く､本当に強いそしてとても

(,il-しい子供数　先生JT,看制式さんもみんな感心しています､

子供達/-,､らお母さん達からたくさ′IL,パワーをrlJ美に私にLj-･えてもらい

ました､看柄のあい間の語らいもつらい入院生活を和らげる一つにか)ま

しにr　そしてたくさんのお友辻もできました(娘がS･えてくれた多くの友

人は私の宝でもあります

本当につらい手術･治戎そによく耐えがんばってくれました.この大きな

手術で彼女の未来は明るくてらされていると私達家族は信じています.

まだまJ三,Hf広､札悦､ I.r7LF司と三つの病院におlti:話にならTilくてはなりま

せんが｢大丈夫､南美なら｣とJi),つている今巨にの頃です､.

姑虻の戸打f)…は元気にたくましく相変わらずがんばりFi三でひrLうきん娘､

/)いでにマイペース　念rl.rliの快古所にも少しずつ適っていますL､先生が

大･人スキで柾目ニコニコ笑頗いっぱいです.∫

1皮女の成長を見ながら彼女の実額を見つめながら家族で支えて行こラ

と,FLj,つています

本当にたくさんの方々に支えられました.

1LS=lr,=分会の仲riHli;:には大きなパワーを与えてもらいましたL′　このハワ-を

私rLlりに返していきたいと思っていますリ

稚広分会の広瀬さんが笥:稲された手記を6'r一可をキヨて転暇Lました

【sK一二げと136弓　:ou::10 ,,E行-　(小鴨会　山崎)



難病連十勝支部　レクリェ-ションに参加して

竹中美津子

10月7日(日曜日)いろいろな病と戦っておられる､皆様との

交流会が､十勝川温泉かんばの宿にて日揃りで行われました.

ボランティアの方々に手助けを受けまして､不自由な体の人も入

浴させて頂き有購うございましたo　難病連の係り成田さんの進行

でビンゴゲ-ームなどでたくさんの見品を頂き､池べられたご馳走

を摂き､ 7Ll別挺Q　全員の記念写JT与をパチリo

短い時間でしたが楽しく過ごし別れを惜しんで､それぞれに家

路につきましたo

っかの剛でも楽しく過ごすことが出兵たことは､とても貼しかっ

たです｡

リウマチは体中の関節が痛み､そして微熱･膝の関節は歩くとき

や曲げるときなどの痛みは､強烈なくらい気絶しそうに辛く苦し

いので(夫も病弱の為に)やもえず人工関節の手術をしましたo

今､ようやく痛みから逃れることが出来ました0　-時はどうしよ

うか涙･頬の私でした｡何年もの間､痛み苦しみましたが､今は､

これがリウマチなのと思ってしまうほどの明るさになりました｡

お風呂のrf｣では､リウマチ仲間三人で膝の人工E娼節手術のあと

を見せて｢私たち傷つき者J　なのとシャレを言う｡大きいil,5-･小

さい傷･生々しい願を他の病の人達に見せて､爆笑したりと､来

て良かったと思った瞬間でした｡

※　デジタル上房にてパソコン受講致しました｡お蔭様で文字を打

つことが出来､キーボードをたたく指先は､ボケ防止になるか

と楽しんでいますゥインストラクターの先生･難病連の皆様有

難うございますD

今後とも宜しくお願いいたしますo
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看護婦も

看凍土　も
『看　護　師』に

●

●

三月一日から､ ｢看護婦｣ ｢看護士｣という名称が法律上｢看護

師｣に統一されるo　これに伴い｢看護婦長｣も｢看護師長｣な

どに切り替える病院もある｡患者が慣れ親しんだ呼び方をかえ
るには､時間がかかりそうだが､名称統一を機に｢男性看講師
が増えてほしい｣という期待も医療現場にはあるようです｡

腰痛や糖尿病で定期通院している札幌市西区の斉藤一矢さん
(50)は｢女の人にしゆう恥心があるように､男にもある｡男

の看護師に特に頼みたいこともあるし､相談ごとなどでも男だ

から言いやすいこともある｣という,道によると二〇〇〇年末

現在､道内で働く看護婦･士･准看護婦･士･保健婦･士･合

わせて約六万二千人のうち､男性は約二千百人で　3.1%｡この

割合は年々､大きくなっているo　今回､准看護婦･士も｢准看

誰師｣､保健婦･士も｢保健師｣になる｡助産婦は女性だけに限
られているが｢助産師｣に改称される｡

札幌市立高等看護学院の須田恭子副学院長は以前､救命救急
現場に勤めた経験から｢交通事故で重傷を負って運ばれてくる
のは若い男性が多く､彼らの精神的な支えとしても男性看護師
の果たす役割は非常に大きい｣と語る｡

ただ､導入が論議されている男性助産師については､女性の抵

抗感が強いo　二人を出産している札幌市北区の梶谷幸子さん

(46)は､ ｢産科の先生もできれば女の先生がいいo　助産婦も

やはり女性がいい｡｣という｡ ｢女性の役割という考え方が強い

看護やケア-､男性の参加を促す追い風になってほしい｣｡市立
札幌病院消化器科副看護長の角谷英幸さん(38)は､名称統一
が意識を変えるきっかけになることを願っている｡子供のころ､

友達が入院していた病院でお兄さん的役割を果たしていた看護
士を見て､ ｢男性でないとできないケアもあるのでは｣と看護の

道を志した｡男性患者からは､尿道-の管の挿入などで指名を

受けるD　病棟にはがん患者が多いため､ -家の大黒柱として弱

音を見せまいとする男性から｢あんた男だから分かると思うけ
ど･ ･ ･｣と話しかけられ､精神面の支え役を果たすことも｡

ただ､患者の体をふくときは､女性なら年配であっても｢ぼく

でもいいですか｣と尋ね､患者が選ぶ権利に配慮をしている｡

今春､札幌市立高等看護学院を卒業する久保寛之さん(30)は､
｢実習中､五十代の男の患者に｢若い女性の方がよかったな｣

と言われたこともありましたと笑うが､男性であることにこだ

わりも悩みもないo卒業生四十三人のうち男性は久保さん-一人o

就職を前に｢病人の生の声を受け止め､その人が頑張ろうと思
えるよう支援できたら｣と希望している｡

(十勝毎日新聞掲載文より)
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デジタル工房現状報告

デジタル工房の西原です｡現在のデジタル工房の現状報告

します｡

今､デジタル工房には､登録者数帯広市在住25名　近隣

町村13名　計38名と昨年度未より10名以上増えましたo

毎日来る人数も増えとてもにぎやかですQ　みな､楽しく勉強

に､仕事に取り組んでいますo　コンビュタ-の操作にも慣れ

うまく使いこなせるようになってきましたo

受注は､まだ十分な量が来ていないので収入は､満足のい

くものにはなっていませんが､これからもっと営業･宣伝な

どに力を入れて仕事を増やし皆でがんばっていきたいと思

います｡

パソコン教室は､ 1週間延べ人数で25名前後くらい受講

されています｡土曜日に集中する傾向があり､火～金曜日比

較的すいていますQ　これから受講を希望される方は､平日の

ほうがお勧めですo　土曜日を希望される方は､早めに予約さ

れた方がよろしいかと思いますo

受講生募集
パソコンをおぼえたい方､さわってみたいという方､

インターネット･メールだけやりたいという方も､まずは､

お気軽にお問い合わせ下さいo

他に機関紙の作成･はがきの印刷.名刺･オリジナルT
シャツ等も受け付けております｡

お問合せ先　0155-23-6699　デジタル工房　まで

i_ Lp-十し- --瓜R

tLllt蕪(,.'濠
･　ヽ ～.
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JPC国会請廟署名無事終了

●

●

咋LFU) 1 O J7 7)-ら張り=.'Flんでき芸し/'こJP(_日司会.A,-[^lll;rrfのF芸名描4.わを

EL相打./,日'しました∩

私にちな丁仰i泣:71㌢や'-京城が､入院であれ､在宅であれ､ ]ill､音の17,聖に

応じて'til心して搾_1,I:Eを受け､ ′とき｢ili;坐:をもって過こ-(T-ことができるよう､

;'志合的なm病対策の早期確立を強く要望L l,l'Jlf,L7するもので十

大t/,W)皆さんOr)ごt/lJ力により､ -'子¥銘敗1,i)93 7㌔ ,i;:亡命JlTAlfi¥27.897が

1fこ薫りました　過H､本邦のほうへ郵送いにしました.

皆さんのこ航力に!感謝いたしか卜と肘こ､私たちU)噺いTJh l口も早く尖gLT

rl~ろlHrを州持しておりますし

ご協力あLJがとうございました

今年Jii=もハサー出店に香)jn L宝した｡

会1-_ic/)皆さんをはじめ一服の方々からも沢山のハザ-用晶を

提供していただきましたC　売り1二(ナ金は活動i'?金として有効に

利用させていただきます｡ご協ノ)あV)がとうございました｡

引き続き-サー用晶の雑供をよろしくおLIHiいします｡

6'≡

ー(L1-



'財)北海道難掛勝支部募鯛設置名籍管
＼i/Lei' 

♪丁0】 剳デTT:場所 劔住所 剴ﾙhｸｾ�ｫ��

守 免ﾇ"�"ｒ�=1 ��剪靂2�&ﾄ兔ｧDW$ｦﾃ､謄ｴ剃免噸�2ﾓR�� 

㊨ ���)占 剴ｴ��B討ﾅ�韈5C�貮W'#ﾔﾆﾆｶﾇ%D｢謫ｲ貪ｴﾆ｢�兀t3.(.)8.T) 10().Lj ��
ー恵一 ���ッ�ワインプラザカワイ 劔��兀:-3r)(; 

④ ������加即位かtf 劔��｢���ii二広市i三三日)条南lOTH 兔0 

⑤ ��ワイン城レストラン 劔�')�fd｢ﾒ荐Ｖﾒﾒﾘﾊ塔2�� 

㊨ ���ﾃ��ﾃ�R�モミu)木 劔��ill_-,=市白川日6粂1,fi6TrllY2.l:27 

⑦ 崩ﾈ愑�r� 劔��旨ミニ工,=市街S発向12Tu 凵R十日 

㊨ ��ﾃﾖｦﾆb��エイトプラザア′レフ-rh 劔��iU_=市大迎前8丁 迭�¥:i,1:1)iZ 

③ 牝s#飴�684ﾈ�ｹ�Tｦ俘e"�劔 ����=広市大空.121- 宝�ビ��� 

⑲ ��(llJ4):'1'1-1[;.-柄lf 剪�鵬文部 �?�ﾄV俣ｨﾔﾊ&滅D汎T迭v討sﾙ>ﾈ�ｳ5F逃��凭Y1./1〔)(; 

合計 �� 劔��兀]f一.6()G 

C>　　　e,　◎　o o Q　｡

弓7　~

○　　　上記U)･trl,所に:i,I:-金柑をE,竺lLTとしていただいて､帆力を

○　　おT?,fTTL､しております,

o lJ判,lU) LLiJi,,Li'に感謝いたします

0

o　　　　　　　　`号~)りがとうごさいまLた

皇ゝ

C>　　¢　¢　o　母　C'　¢　　　っフ
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パソコン教室　ピカピカの一年生?

大道　睦子

テジグル1二房にお世話になって､もう5ノナT==こなろうとしていますL,き

っ.I/)ゝけは自宅に2台あるワープロのうち､接に■･:rf/)た主人U)T-)一一プロが故

tjJJLてしまったからです._　これ7ノゝらはワ-I/ロを買うよりもパソコンだと

思い､もし私でも何とかさわれるということがわかったら､その時は抗っ

てもいいかな･ ･ ･ある時､急に予定していたことがキヤンセ/レになって

Lまいました｡お出かけモードにあった私はこの機会にと思い､その均で

テジタ/レlJ9-JLにお芯詳言をLてしまいました1､突然だったのですが､快く(肋

千に思っている?)お引きLiけくださV)､その日から生徒にしてもらいまし

たし

若い人と追い､マイペレスの私は呑み込L7+も堰く､ .i舶耐)先生達にはい

つも迷惑をお/pけしています..やるからには身を入れてやればいいのにと

r思いながらも､先にな,'Jlなか進まないで足軸み状櫨です(パソコンもやは

りほしくなって舶入Lたのですか､習ったことを京に+,1,つて/lt三習しようと

してもまだまだ思うようにい7)ゝなし､こともあります､.でも何もわからなか

ったのにiF･Zi'二己状やr'..'ii単r亡挨拶状を印刷に蓋でこぎつけた時はうれしくな

って､横手に自分で自分に与pf力'iL,亡をあげる気分になります仁　王tii不精でどう

しても辿絡しなければならない時は芯講で済ませていた私ですが､これ/-Jl

らははがきでも気軽に出せた

らと思っています1､

二の世界は矧損に広がって

いるように思え､まだまだ勉強

することがたくさんありそう

です､何がやり7=いのか､何が

できるのか､まだまだ模索中で

すが､これからもお世話になり

ます　二指導の程どうぞよろし

くお願い申しあげますー

ll Ll

ヽJ　　　》

′■ ′■ヽ

ヽJI

Il出鼻　嶋
○

■■

~　■　■■　一

-■
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雷離農からのお知らせ

(財) :'･it.u_JlI'l]辿十臓文部の拡大役員会,iJ下記U二川程でml位いたします

各部会の先任41Li辿担当者､及び･jf,;･J/fj;.)の方はHJ.I,rhJくださる様お知らせします

liLl

HI:i- ; 20O2年,Er)ノ~H9日(F_i)　′T一前1() I ()(ト12 I 00

ゴL,i-J所　とからプラサ　:l,Ur) i3-I:三

･.LITi･瓜け西∠1条l･;･JH;3丁[1 i

'.i,_,活　Ll)1.5r)1 21)-7とit)0

お　貴　い

各部会の事務局､及び掛丙連担当者

の異動がありましたら報告して下さ

いo

お手数ですが､支部:_Lif務所まで連絡お

腰いしますo

連絡先'i話01T).5-23-6602

FAX O155123-7071

-1 2-



〈ソコシフり-スサー
hot/コンにまわって見事せんか

ただいまデジタル工房では､
新規受講生を募集しております

初心者の万にも分かりやすく･
マンツーマンでお教えいたします

1回　2時間
障害者手帳をお持ちの方は､無料

(帯広市在住で手帳をお持ちの万は､
市の方から交通費の助成があります)
一般の方は､ 1 000円となります

その他
ハガキ､名刺､チラシ､ Tシャツ等

いろいろ印刷いたします

お気軽に下記までご連絡下さい

〒080-001 5

帯広市西5条南1 3丁目19-2

零･>'タIL工房
T e I (0155)23-6699

F a x (01 55)23-7071

HSKなんれなとかち37
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