
･i品とかち
No.40 -

LLI仰l約1日1311 g5二郎郵佼物ii"L'T

rlSrL泊JL_･耶37いI

L'003iF 7日IOHfEir

llillLOIl発fT ( ;i;10OrTH

(仝rt　協力会仰こ含まれています)

鮎Jji (lけ)北海】凸稚机池川‡13cm:

発iT　　｣ヒ淋凸耕作抑11.月E朋木
IJiIlgJ I rJ行物rlU.仝(risk)

(財)北　海　道　難　病　連　十　勝　支　部



目　次

1.北海道難病連2003年度総会出席報告･----……■`‥…‥‥1

2. 2002年度　活動内容報告書

3. 2002年度　支部決算報告書

4. 2003年度　支部事業計画

5. 2003年度　支部会計予算書

6.オストミー医療許演のお知らせ

2

3

5　●

6

8

7. ALS北海道支部　十勝地区交流会開催のご案内`--…‥‥‥‥‥9

8.北海道済癌性大腸炎･クローン病友の会十勝支部設立総会

及び｢医療講演会｣ ｢患者交流会｣

北海道脊髄小脳変性症友の会｢交流会｣日日--……‥‥日‥ 10

9.第9回　十勝支部合同レクリエーションのご案内-=--'……11

10.股関節鍛え転倒予防　座位での運動.tH=…‥‥‥●…●‥‥‥` 12

ll.事務局からのお知らせ

12. 2003年度　北海道難病連十勝支部役員名簿-･=日日.-.‥‥…■ 14

13.新任の挨拶

14.広告(法改正にともなう介護タクシーの料金変更) ･･HHH‥… 16



●

北海道難病連2003年度総会出席報告

支部長　山崎　富士夫

北海道難病連2003年度の総会は､ 5月17日札幌市ホテルユニオンにお

いて開催されました｡翌18日は､全道支部協諌会が行われました｡十勝支

部からは､山崎の他に評議員の早川と､加藤が出席いたしました｡

第1日目は第134回理事会と第21回評議員会が並行して行われました｡

第1号議案｢2002年度の活動をふりかえって｣では､北海道内の活動にと

どまらず､厚生科学審議会疾病対策部会に設けられた難病対策委員会に初め

て患者団体代表も参加(オブザーバー)できたことが報告されました｡主な

事項を箇条書きにしますと､

①　新年度から低所得者世帯に対する配慮として自己負担について一定

の改善がなされた｡

②　一方で一定以上の所得のある世帯は増額になるD

③　難病対策予算は患者団体の必死の活動によって71億円の増額にな

りました｡

④　今回の見直しで最も注目されるのは､概ね3ヶ年の間に全国47都

道府県に難病相談･支援センターが整備される｡以上､全国情勢の

重要なこと4点です｡

この他には､北海道難病センターが新しくなったこと｡北海道内での難連

の活動状況が報告されました｡改めて各地方においても､署名活動や資金活

●臥行政との連携などが重要であると感じました0
第6号議案の2003年度の活動方針は､提案どおり承認されましたが､そ

の中で特に支部の活動に関連することを報告します｡

①　部会･支部の活動の充実と向上のために､経理の改善向上D相談活

動と難病連相談室との連携の強化｡

②　機関誌｢なんれん｣の年3回刊行をめざす｡

③　30周年記念全道集会を成功させ､記念企画事業に取り組み､活動を

充実させる｡

以上､要点のみ報告いたします｡
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2002年度　活動内容報告書

活動内容 劔�����ﾈｴ��備考 

1会報(役A会) 佇�?｢�領所 ��

拡大役員会 店ﾈ���?｢�とかちプラザ 免�"�各部会代表者及び担当者 

第1回役員会 度ﾈ��I?｢�支部事務所 俣x鬨�｢�年度活動計画決定 

第2回役員会 祷ﾈ�#�?｢�支部事務所 土kﾂ�患者会のない患者の集い 

第3回役員会 ��(ﾈ�#)?｢�支部事務所 免�8r� 

第4回役員会 �8ﾈ�)?｢�支部事務所 悼kﾂ�機関誌発行.募金活動他 

2諸活動(詐汝会.研修会.その他) 

ⅠBD部会医療詐演会 嶋ﾈ���?｢�十勝支庁4階 �3�kﾂ�十勝地区部会発足準備会主催 

勤医協健康集り 祷ﾈ繪?｢�勤医協老健センタ- 土kﾂ�バザー出店 

10月6日 �,h*�+�7h8�5R�26名 偖ﾈ�迚YH皦ﾜ2�

街頭署名活動 ���ﾈ��9?｢�藤丸デパート前 等kﾂ� 

帯広ふれ愛まつり ���ﾈ��y?｢�総合福祉センター 添kﾂ�バザー出店 

道東地区役員研修会 ��ﾈ�#B�#Y?｢��(ﾈ駟i?｢� 的kﾂ�北海道難病連主催 

募金箱回収 � �)kﾂ�【 

署名用紙回収 �8ﾈ駟i?｢� �)kﾂ� 

3機関誌.ニュース発行 劔Jﾘﾗ9YI�B� 

機関誌｢なんれんとかち｣38号9月10日発行 剴����YB�2002年度活動計画他 

機関誌rなんれんとかち｣39号3月lO日発行 剴����｢�2002年活動の総括 

4相談活動相萩件数 剴X+ｸ,ﾉ�ﾂ�

電話 冩�SXﾈ�� 偖ﾈ�迚YH,X,ﾙY�8ｴ�ｮﾘ,亊h+x.倬hｼh/��(i&h+X,H*(.�+ﾘ-�Ig�,ﾉgｹYH駟k�ｼx,�,B�

手紙 冩�(ﾈ�� 

来妨 冩�#Xﾈ�� ��陌�/�+8+�,H*(+ﾘ+�*(,H*�.�-ﾈ+v��

肪間 冩���ﾈ�� 



財団法人北海道難病連 

2002年度 

支部決算報告書 

自:2002年　4月　1日

支部名　十勝支部　　　　　　　　　　至‥2003年　3月31日

収入の部

科目 �#��)D�7疫ﾈ蠅�2002年度決算 儖Xﾖﾂ�

支部運営補助金 陛��"ﾃ#S��¥182,250 �;�>������ﾈｾ��

市町村補助金 陛#��ﾃ����¥200.000 ��

その他の助成金 陛��¥0 ��

参加費収入 陛��¥12,000 辻�

寄付金収入 陛��¥83,600 佩9:����(i$ｨ����ﾈﾋB���$｢�

協力会逓元収入 陛S�ﾃ����¥67,500 �;�>����ｺi|ﾘｾ��

募金箱遺元金収入 陛�R�����¥19.479 �;�>����^Xｾ�J��

署名募金選元金収入 陛R�����¥6,651 櫨�8ﾙ�檠��飲�kﾉ^Xｾ��

些売事__業収入 陛3�ﾃ����¥110,683 �*��8ﾈ��ﾈ.り8ｨ5H484�8ｹLﾉHI9��

その他の事業収入 陛3������¥15,200 ��9;偖x檍ﾔﾈﾙ�ｭ(ﾋ8ｾ��

受け取り利息収入 陛��¥1 ��

雑収入 陛C������¥33.611 亢�ｭh顏ﾔﾈﾙ��5(78�ｹ�99��

¥90,000 陛C�ﾃs��� 

支部管理収入 陛��¥0 ��

商品販売収入 陛��¥0 ��

立替金収入 陛��¥16,215 ��

積立金取崩収入 陛�#�ﾃ����¥100.000 ��

前年度繰越金 陛�#R纉#"�¥125.922 ��

収入合計 陛ャゅ�s"�¥1,014.812 ��

支出の部 � �� 

科目 �2002年度予算 �#��)D�7以亥｢� 

A ; �(R�¥125.000 陛sb�#S�� 

支部役員会 陛3Rﾃ����¥30.551 ��

本~部会議費 陛s�ﾃ����¥34.000 ��

その他の全港費 陛#������¥11.700 ��



002年度予算2 ���)D�7以亥｢�備考 

¥385000 陛333##�� 辛 維 儿��&霎h�檠N���9;偖x橙�¥0 陛�� 

¥80.000 ¥0 陛3�����

療講演A � 医つ等 検診相教会 機関紙.誌費 陛��ﾃS�ﾃ����ﾃ������¥0 

3 

研修会費 レク.交流会 軽重_塾会壁吸塵 相談員補助 �- 亅8�(檍,ﾉk8*(ｫ8�"陷i��,ﾉ5H*"��的%Y^��(ﾛ��)�)?��ｧhﾛ�ｾ��

¥29.556 ¥80,78ー 

¥100.000 

¥0 

¥50,000 ¥0 陛#�ﾃ3s��ﾃ��ﾃBﾃC3�� 

負姐一会担塵 HSK負担金 剪�

持運営費 陛3s��s"�¥416.947 ��

事務局費 事務消耗T'費 陛##�����¥253,102 �i�ﾓ�3���苓���(/�ｭﾂ�

¥5,712 陛�3c�R�P口 兔780 ��

水.光熱費 資料費 雑費 クレジットコピー 陛��¥0 ¥0 ��

¥1.000 ¥500 ¥89,460 

¥0 ��

¥89,460 ��

交過井 �� ����

南口仕入れ 兔0 陛�� PP 兔0 陛������0 

¥ ��ﾃ�bﾃ#��5 

¥ ��ﾃs#�r�8 

支出合計 兔888,17 �%ﾃ����Bﾃ��ｲ�2 



2003年度　支部事業計画

予定月日 俎8馼ﾇh枌鞅8駟kﾂ�会場 冰ﾉ.磯fХﾂ�W��備考 

5月17 ･18日 鳴�fｸ､9;�>�����ﾘ檍����長鍵萎む とかちプラザ �2�支部長.評議重点 l全室塾粒を二選旦- 機関祇発行他 

6月15日 倡浦Hｦy�Yo�醜橙���Ykﾂ�

7月5日 冩�醜橙�享塾畢務所 デジタル工 ��2�

7月10日 亢�ｭh顋Jﾘﾗ2�����1050部発行 

8月2 ___二旦_a ��9;偖x檠�(晁�ｵ������札幌市 �#�kﾂ�_担星｣_塁昼董笹延_,ミろ_______ 旦挫孝二坦昼 

_芦月旦1El 偖ﾈ�ﾉ(ﾔ鞏X.亥���鮎闔8ｺb��勤医協老健セン ター 土kﾂ�

8月30日 �� �� 第1回募金箱回収 �1名 丼�:ｨ��kﾈｨ�:��ﾂ�

9月13日 冩�醜橙�支部事務所 しみず温泉フロイ 7~ ��9kﾂ�

9月21日 ��8ﾙ�8ﾈ4�8ｨ4x�ｸ5h8x92��#Ykﾂ�

10月12日 櫨�敲�*ｸ8H987坪92�藤丸デパート前 妬kﾂ� 

10月26日 ��餾Io�醜橙�支部事務所 ���kﾂ�～ 事業実施吠況麹質草 

11月16日 ��8ﾈ��ﾈ.�,ﾉLﾉHH､ｨ趙� ��

12月上旬 �-8.ｨ芥-ﾈ,(.�6�5X�ｸ����� 迭�摩蔓者健筆_____ 

12月7日 ��支部事務所 ���kﾂ�_真部役員会 劍馼ｼh���(ﾇ�ﾘ�|ｩTﾕ��

1月下旬 倡浦B�6h5x5�8ｸﾘy:��iD陞��】 未定 �#�kﾂ�

1月24. 25日 �;�8ﾉ&霎io�醜ﾊH�8橙�未定 諜R��9kﾂ�標茶弟子屈真担当 

2月22日 倡浦Io�醜橙�支部事務所 

3月10日 亢�ｭh顋Jﾘﾗ2�デジタル工房 ��I_些担重畳行i"_ 

2月中旬 傚�kﾈｷ�-��c(��^Xｾ�J����� ��



財団法人北海道難病連 

2003年度 

支部会計予算書 

自:2003年　4月　1日

真部名　十勝支部_ー　　　　　　　至:2004年　3月31日

収入の部 科一二■目 �#��)D�7以亥｢�2003年度予算 儖Xﾖﾂ�

支部運営補助金 市町村補助金 その他の助成金 参加費収入 陛��##S��¥182,250 囘ﾈ��襄��ｲ�

¥200,000 陛#��ﾃ����

¥0 陛�� 

¥12,000 ¥83,600 陛#�ﾃ����ﾃ3�ﾃ����個人負担金 

寄付金収入 協力会還元収入 募金箱潰元金収入 署名募金琴元金収入 販■売事業収入 

¥67,500 陛S�ﾃ����道難病連協力金 

¥19479 陛�S����道難病連募金箱 JIC_堅会麹匪塾邑募金 正月飾り.バザー 

¥6,651 陛Rﾃ����

¥50000 

その他の事業収入 受け取り利息収入 雑収入 陛�Rﾃ#���ﾃ��¥20,000 

¥0 ��

¥33,611 ¥41,700 ¥16,215 ¥0 陛づ����機関番広告 

襟病連事薬事加助成金収 立替金集収入 兔40,000 ��

¥0 ��

商品販売収入 積立金取崩.収入 前年度繰越金 兔0 ��

¥100000 陛���ﾃ���� 

¥125.922 陛s"��s�� 

収入合計 陛����B繝�"�¥792.428 ��

支出の部 科目 �2002年度決算 �#��9D�7疫ﾈﾙ�� 

.∠ゝ. 兔76251 陛������� 
i 倡浦ITﾗ(醜橙�gｸｴ��9N��+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈ檍�9N��¥30,551 陛3Rﾃ���� 

¥34,000 陛3Rﾃ���� 

¥11700 陛��ﾃ���� 



科目 �2002年度決算 �#��9D�7疫ﾈ蠅�備考 

事莱着 兔333.221 陛3�R����� 

地区集会費 陛��¥0 ��

全道集会 陛3津����¥70,000 ��

医療講演会 陛��¥0 ��

検診-相談会 陛��¥0 ��

機関紙.誌費 陛cづ#�2�¥70,000 ��

研修会費 陛ヲﾃピ2�¥40,000 ��

レク.交流会 陛#津SSb�¥30,000 ��

地域部会援助費 陛��ﾃs���¥80,000 ��

相鉄貞補助 陛��¥0 ��

活動費 陛#�ﾃ3s��¥20,000 ��

負担金.分担金 陛��¥0 ��

HSK負担金 陛CC3��¥5,000 ��

- �� 

- 

維持運営費 兔416.947 陛3途紊#�� 

事務局費 陛#S2ﾃ��"�¥230,000 �i�v�5����庖��隴ﾂ�

事務消耗品費 陛�2ﾃc�R�¥15,000 ��

通信費 陛s���¥1,000 ��

水.光熱費 陛��¥0 ��

資料費 陛��¥1,500 ��

雑費 陛��¥928 ��

¥89,460 陛ヲﾃ���� 

交通費 陛c�ﾃ����¥60,000 ��

商品仕入れ 兔0 陛�� 

積立金支出 兔100.000 陛�� 

立替金 兔16,215 陛�� 

次期繰越金 兔72.178 陛�� 

支出合計 兔1.014.812 陛s�"ﾃC#�� 



ごあんない

オストミー医療講演のお知らせ

1.開催日時　平成15年7月12日(土) 12:30-15:40

2.開催場所　帯広市総合福祉センター(公園東町3丁目9･1)

1階　保健指導室　(0155-27-2325)

3.講師及び開催時間割

12:30･ ･ ･受付開始

13:05･ ･ ･開会

13:10･-帯広市徳洲全病院　院長　棟方　隆　先生　講演

演題　｢ストマとは?｣　-その増設と管理について-

14:10･ ･ ･休憩

14:25-･旭川厚生病院　認定看護師　秋田　珠実　講演

演題　｢ストマ　ケア一について｣)

15:15･ ･ ･質疑応答

15:40･ ･ ･閉会

4.参加される方は,当日直接会場受け付けまで(無料)

5.当会場にて補装具の展示があります0

6.問い合わせ先

◎ (社)日本オストミー協会北海道支部

〒074･0422雨竜郡幌加内町字振興

事務局　川勝　勝　TEL&FAX: 01653~5-2731

主催　(社)北海道身体障害者福祉協会

共催　(社)日本オストミー協会北海道支部

8



ALS (筋萎縮性側索硬化症)北海道支部
十勝地区交流会開催のご案内

1､日　　時　平成15年7月12日(土)　13:00-16:00

2､場　　所　｢とかちプラザ｣視聴覚室　　　TEL　22-7890

3､参加対象　十勝地区ALS患者･家族と医療､福祉関係者

4､受　　付　12:30-13:00

5､会　　費　日本ALS協会北海道支部会員･家族は無料､一般参加者は

資料代として200円

記

1支部長挨拶(活動方針及び当面の課題について)

2　医療講演

演題　｢難病ALSの在宅療養について｣

講師　　医療アドバイザー　帯広市厚生病院神経内科

主任医長　保前　英希先生

3　患者家族交流及び医療相談活動

連　絡　先

(1)日本ALS協会北海道支部　事務局　三浦　通子

〒066･0038　千歳市信濃4丁目4番6号

TEL&FAXO123･23･ 1032

Enai1 : michi,446&ral.ocn.ne.jp

(2)財団法人　北海道難病連　十勝支部　事務局長　成田　愛子

〒080･0015帯広市西5粂南13丁目19･2

TEL : 0155･23･6602　FAX : 0155-23･7071

主催　El本ALS協会北海道支部

共催(財)北海道難病連十勝支部

9



北海道漬癌性大腸炎･クローン病友の会十勝支部設立総会
及び｢医療講演会｣ ｢患者交流会｣

1　日　時　　平成15年8月24日(日)

総　　　会13時30分～14時

医療講演会14時～15時

患者交流会15時～16時

2　場　所　帯広市福祉会館3階A･B室(帯広市酉4粂南9丁目)

3　医療講演会の講師

帯広協会病院　第1内科部長　一柳　伸吾　先生

設立準備会事務局担当　広瀬

_I■_一一一Pl--一一一- -｣ト一一J1---A---1-- -+---t一一一+-一一一一1-L一一

北海道脊髄小脳変性症友の会｢交流会｣

長村会長さんより交流会について､ ｢名前も顔も分からないですが､同じ

病気の人の集まりですo　これまでやってきたこと､今までやっていること､

これからのことなどについて､お喋りしに出かけてみませんか｣

というメッセージがありました｡

皆様方の日頃の悩みや不安を仲間との語らいで少しでも解消させませんか｡

日　　時　:　平成15年8月24日　10:00-12:00

場　所:とかちプラザ　303(和室)帯広市酉4条南13丁目

参加料:無料　家族の方も大歓迎です

連絡先:難病連十勝支部　TEL:0155･23･6602

会長　長村　勝人011･883･6556
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#9@十掃開合后ル別=-シ3･Jq)こ醐

今年は隔年ごとに開催される合同レクリエーションの年です､支部では

福祉バスを用意し､楽しい温泉の日帰り旅行を計画いたしました､介護要員

の方も参加します､介助の必要な方もお気軽にご参加下さい｡

日　　時　　　　平成15年9月21日(日曜日)　9:20-15:30

場　　所　　　　しみず温泉フロイデTel:01566-2-1126

集合場所　　　　帯広市役所玄関前

日　　　　程

集合 偬�ﾒ�温泉着 俾冰(鳧ｭB�

9:20 涛｣3��10:20 ���｣#�ﾖﾆﾃ｣3��

昼食.ゲーム 俾冰(鳧ｭB�現地出発 ���ﾔﾈ�9o��(R�

ll:30-13:00 ��3｣��ﾓ�C｣���14:30 ��S｣3��

会　　費　　　　1人1500円　(当日集めます)

入浴料は380円別途料金になります

参加申込　　　　参加希望者は同封の葉書で9月15日までに申し

込みください｡ (50円切手を貼ってください)

ll



股関節鍛え転倒予防
座位での運動

準備するものは､ ``背もたれのある椅子のみ"

座った状態で足踏みをするだけです｡

行う運動は､座った状態で足踏みをするだけです｡この運動を1分

間に70-80回程度のリズムで3-5分間程度続けると､身体-の負荷

量はゆったりと散歩するのと同じレベルとなります｡

余裕があれば､歩くときと同様に手を振ったり､足踏みで上げた膝
I

を反対の手で軽くたたいたり､拍手をするように手を打ったりすると

毎分80メートル程度のスピードでの歩行と同じ程度の運動量になり

ます｡

運動そのものはいたって簡単ですが､実際に5分間も続けると意外

とつらい感じがします｡特に股関節(足の付け根)の部分につらさを

感じる方が多いと思いますが､この部分には"転倒予防"に関係して

いると言わる｢腸腰筋｣が有ります｡この運動を続けることで腸腰筋

の強化にもつながり､一石二鳥の運動です｡

北海道では､冬場に転倒して打撲や骨折する方が増えるのですが､

これを予防する意味からも､今のうちから足の筋肉を鍛えておきませ

んかo

今回紹介した座位の運動で､日ごろの運動不足の解消を目指すなら
一回当たりの運動時間を1-2か月かけて徐々に増やして､最終的に

は15-20分間を目標に､転倒予防を兼ねるなら足の上げ下ろしのリ

ズムを少し速くするとより効果的です｡

運動が終わった際の感想が｢楽だ｣から〔ややきつい〕の程度なら

最高です｡もちろん｢さあやるぞ｣と意気込んで始めても構いません

が､テレビを見ながらなど｢～しながら｣でも構いません｡

12



事務局から◎お知らせ

☆第3 0回難病患者.障害者と家族の全道集会

2003年8月2日(土) 3日(日)札幌市にて開催されます｡

支部では､福祉バスを用意しておりますので､全道集会に参加され

る方はご利用下さい｡

尚､詳しいご案内･申し込みに関しては｢機関紙　なんれん｣でお

届けしますのでご覧下さい｡

☆全道大会協賛広告.寄付のご協力ありがとうございました｡

☆ホームページ開設

支部でホームページを開設いたしました

各部会の活動内容等詳しい情報を発信されたい部会が有りましたら､

ご相談下さい｡

ホームページアドレス　　http ://www.octv.nejprfureai
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2003年度北海道難病連十勝支部役員名簿

｜・

-

NO 役職名 氏　名 所属部会 自宅電話 住　　　所

１ 支部長 山崎富士夫 小　鳩　会

２ 事務局長 成田愛子 あすなろ会

－－一一一一

腎　臓　病

一一－－－

パーキンソン病

㎜ ㎜ ふ ■

　３

－－

　４

Ａ　　計 加藤健爾

　一一一一一

荻　原　見会計監査
一一一一一一

一一一一一

一一一一一

_

－－一一－一一一一一一

５ 会計監査 工藤　良三 小　鳩　会

一一－一一

二分脊椎症

　一一一－

パーキンソン病

－一一一一

肝　　　炎

一一一一一一

腰　原　病

－－－--－

リ　ウ　マ　チ

・一一一一

リ　ウ　マ　チ

－－一一一一

後縦靭帯骨化症

　６

－－

　７

運営委員

－－一一

運営委員

加藤　富江

一一一一一一

山根　静子

一一一一

内藤雅勝

-一一一---一一

-－-－-一一---－-‥-－－

－－--－－一一－-

－-----－－----

８

－

９

運営委員
一一一・－

－一一-一

一一一一－

運営委員 早川　正弘

10

－

　11

－－

　12

一一

　13

運営委員 田中　弘子

運営委員

一一一一－

運営委員

－－一一

運営委員

中村鶴子
-－-一一一一一一･－一一一

一一一一一一一一一-

　　　　　　　　－

古昂　一廣

--一一一一

岡崎由紀夫 腎　友　会

評議委員 加藤富江：早川正弘（十勝支部役員と兼任･任期2年）

所

在

地

難病連十勝支部事務所〒080-0015帯広市西5条南13丁目19-2　�:23-6602

ふれあいデジタル工房〒080-0015帯広市西5条南13丁目19-2　�:23-6699

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fax:23-7071(共通)
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新任のご挨拶

6月よりデジタル工房で許師を勤めさせて頂く事になりました､

遠藤です｡よろしくお願い致します　(*<∴*)- - ･ - ･

私がパソコンを始めたのは実に最近の話で､ MOUS2000一般と

p件2002を習得したばかりで､まだまだ未熟者ですが､二年ほど

IT講習会等の講師を勤めてまいりました経験を生かし､

皆さんと一緒に楽しくパソコンを通じて何かお手伝いが出来たら

良いなと思っておりますので､今後ともヨロシク

お願い致します｡

(^_^) (A_A) (A_∧) (</)遠藤喜代英

時が経つのは早いもので､僕がデジタル工房に通い始め

て､一年と三ケ月が過ぎようとしています｡

通い始めた頃よりは少しずつですが､上達してきて?今は

wo r dなら一応､人に聞かなくてもやりたい事が出来る

ようになりましたがそれ以外は､まだまだ勉強中です

こんな僕ですが今後ともよろしくお廉いします｡

加藤　考

パソコン教室受訴時間は､下竃己の通りとなっております｡

午前10時10分～午前1 1時50分

午後　1時10分～午後　2時50分

午後　3時10分～午後　4時50分

15

沢LLIの受講お待ち

しております｡



ご利用者様　各位

≡　広　　告

平成15年7月吉日

介護保険法改正にともなう
要介護タクシーの料金変更について

ご利用者の皆様におかれましては､日頃より介護サポート中央(中央タ

クシー)の介護タクシーをご支援ご利用いただき､まことにありがとうご

ざいます｡

さて､平成15年7月1日以降の介護タクシーの料金についてご説明申

し上げます｡

当社といたしましては､ご利用者の皆様に安心で､できるだけご負担を

かけない料金に決定いたしました｡下記の内容になっておりますので､お

気軽にご連絡ください｡

4月1日よりタクシーメーター料金(ご自宅～病院)が1.000円未満の

場合､ご利用者のご負担は､ 1割負担100円(料金減額の場合60円また

は無料)のみとなります｡

タクシーメーター料金(ご自宅～病院)が1.000円を超える場合は､メ
ーター料金と100単位1 000円の差額をご利用者にご負担いただくことに

な土星壬｣

たとえば､ご自宅から通院されている病院までのタクシーメーター料金

が1.250円の場合､ 1000円の1割負担100円(料金減額等の場合60円ま

たは無料)および1250円-1000円-250円n　ご負担合計100円+250

円-350円となります｡

要介護4以上で231単位2.310円扱いのご利用者も､ 1割負担が231円

(料金減額の場合139円または無料)になり､考え方は上記と同様でござ

います｡

なおご利用者の皆様には､通院する病院ごとのご負担額をお知らせいた

します｡

以上のようになりますので､ご利用をお待ちしておりますo

ご不明の点があれば当社担当　柳原　健志までご連絡ください｡

介護サポート中央　電静番号　23-3106

介護サポート中央
代表　　近藤　茂樹
担当　　柳原　健志
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1

7つのスローガン　　　　　:E
貞

☆国と道は､原因の究明と治療法の確立を急いで下さい〝 i

☆全ての難病の治療を公費負担にして下さい//

☆介護手当の支給と通院交通費､付添費の補助を//

☆患者､障害児者の教育の選択権を親と子に//

☆医療過誤､薬害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JJ

☆広く道民と手を結び明るい福祉社会を実現させよう〝

☆私たちの住んでいる地域の医療
地域の福祉

地域の活動を//

☆難病患者･障害者･高齢者が
安心して暮らせる社会を//

-.HSKなんれんとかち40-... 

mJ三種郵便物.許可昭和48年1月13El2003年7月10E]通巻376号 

鮎先人(肘)北海道難病迎十勝支部支部追山崎'E富士夫 

耶広市西5条南13丁目19-2Te1:0155-23-6602Fax:0155-23-7071 

発行人北海道身体締智者EB体定期刊行物協会細川久美子 
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