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2008年(平成20年)･ ･ ･迎えて

難病連十勝支部　支部長　成田　愛子

会員家族の皆様如何お過ごしでしょうか･ ･ ! 1

2 0 0 7年度活動･ J PA国会請願街頭署名･全道集会･交流会･健康まつ

り･合同レクリエーション･患者会のない集い･各部会の年間行事等終了し

ました｡会員家族､医療関係の方々のご尽力､十勝管内の1 9市町村の暖か
いご助力､ご協力あっての賜物と察しております｡

2008年(平成20年)

[後期高齢者医療制度] 4月から行なわれることになります｡ 7 5齢(一定

の障害のある方は6 5齢)以上の方は､現在国民健康保険や被用者保険など

の医療保険に加入しながら､老人保健制度で医療を受けています｡

4月からは､これらを脱退し新しく創設される｢後期高齢者医療制度｣で

医療をうけることになります｡運営は道内すべての市町村が加入する北海道

後期高齢者医療広域連合となり市は保険料の徴収や申請､届出受付などの窓
口業務を行います｡新たに医療費でまたも負担増を押し付ける｡

※　あいつぐ病院･科の閉鎖

3月末で内科休診､北見赤十字病院､医師全員退職へ､一般内科の新規患

者受け入れを､外来､入院とも1月未で打ち切り､治療中の患者も順次他の

医療機関に紹介することで3月末までに内科の診療を休止すると発表しま
したoオホーツク圏内のリウマチ･勝原病専門病院である北見赤十字病院(北

見市)の内科診療停止を受けて､ 1月30日(水)北海道難病連事務局､同

北見支部は内科診療継続を求める要諦行動を行いました｡
2月4日北海道､北海道議会各派に要請を行いました｡

この様な深刻な事態の時だからこそ私達は｢いつでも,どこでも,誰もが安
'l:よ..浩.;.∴L'芸..I･:;= -:朗.I:lil:',i :1.'. :.ニ:::I:i∴ ∵:::I.. ､∴ lt.i: ●

あい､今後のよりよい医療のあり方を探ってこのオホーツク圏から発信する
ことを目的としますo

｢オホーツク圏の医療を考えるみんなのつどい｣

財団法人　　北海道難病連　　　　　　参加者　5 0名

財団法人　　北海道難病連十勝支部　　参加者　　2名

平成1 6年4月の医療制度改革関連法に始まり､診療報酬改定による療養

病床の削減､リハビリの日数制限､高齢者の医療費負担増等々大きく変わっ
ています｡これからもますます病気した時の不安､日本は国民皆保険制度が

ありながらお金がなくては保険が使えないという矛盾がおきています0

日本の医療制度が根本的に変わらなければいけない時に来ていると思い
ます｡
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新年会に参加して

勝原病部会　杉山喜美子
1月12日(土曜日)に帯広市内の｢とり幸｣で難病連十勝支部とふれあ

いデジタル工房の合同新年会がありました｡新聞関係の方の参加もあり､総

勢は13名でした｡

とり幸の名物おにぎりの話を聞いていたので､どのような物かと楽しみに

して行きました｡

会が始まり最初に出てきたのはおにぎりでした｡期待にたがわず､手のひ

らほどもある大きな･大きなおにぎりでした｡即座にこれは｢持ち帰り｣と

●一･三‥: :;'.i t十㌦言∴∴'::.I.J':.:.'J,望.!＼.､:..I:.･''∵:器,∴

み放題｣なんと魅力のある言葉でしょう･ ･ ･

私の弱点､ ｢〇〇〇放題｣ ｢バーゲンセール｣ ｢試供品の無料配布｣｡親の言

葉｢安物買いの銭失い｣ ｢ただより高いものは無い｣o親に言われた言葉が脳

裏をかすめながらも､誘惑に負けそうになる私です｡二次会は希望者でカラ

オケ-行きました‥点数が出る度に納得するやら､しないやら･ -楽しか

った新年会はこれでお開きo帰宅しておにぎりを眺めながら､ ｢大きな人間

になるぞ! ｣とほろ酔い気分でつぶやきました｡

新年会に参加して
多発性硬化症　　竹俣　真司

去る1月1 2日,鳥幸にて十勝支部･デジタル工房の合同新年会に参加し

● ∴. L 'l■二一∴J:'.J'l.:IP;チ.iL:I;_:.1言LJ;.:.,'l･::;.:..;: lt;: I L;::::;Jitl-Ti!'1.-"丁一一

分は､アルコールがちょっと苦手ですが食べるだけでもその雰囲気を充分楽

しむことができました｡

まず驚いたのが､おにぎりのでっかさoおにぎりを最初に食べたのはちょ

っと失敗だったかな｡でも､色気より食い気なので食ったもん勝ちと思い､

ガンガン食べた｡とはいっても､最初におにぎりを食べたものだからペース

ダウン･小休止をはさんでまた食べる｡正直､ 『みんなと話ができたかなあ
～?』 『話の内容は何だったかなあ～?』と､食べるのに真剣になっていた

ので､話の内容はというとちょっと記憶が-.もう少し時間があったら皆さ

んと交流できたかなあ～と思った新年会でした｡ただ､夜の街に繰出すには

体力的にちょっと難しいかなあ～｡
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帯広ブロック新年会開催!
パーキンソン病友の会　事務局長　山根静千

2月3日(日)十勝川温泉ホテル観月に於いて､パーキンソン病友の会

帯広ブロックの新年会が会員･家族23名が参加して開催されましたo司会
は山根静子事務局長で進められ､最初に昨年4孝一の会員が亡くなられた方
のご冥福を祈り｢黙祷｣を行ってから進められました｡

昨年は温泉-の日帰研修旅行(介護保険や介護支援センターについて)

や屈斜路湖-の一泊研修旅行(特定疾患問題)､医療講演会(北海道医療大

学､森若教授)､難病連十勝支部主催の合同レク(収穫祭)､北海道難病連の
全道集会､友の会主催のカラオケ同好会などお勉強会や楽しい行事に多く
の会員･家族が参加されたお礼と報告がなされました｡

最初に主催者を代表して山根隆副会長が板
谷会長(介護の為欠席)に代わって挨拶され
ました｡内容は､2008年度予算案で昨年度よ

り36億円プラスの282億円を勝ち取り2008

年度もパーキンソン病も潰癌性大腸炎も継続

(ヤール3が医療費公費負担)となったと会

員･家族にお礼とこの影には自民党難病議員
連盟の｢パーキンソン病ワーキンググループ｣

の力添えがあったから大幅増額があったのですと話され今後も安定した措

置が取れるよう取り組みたいと話されました｡

来賓では､道議会議員の清水誠一さん､市議会議員の市原秀朗さんが参

加していただき｢特定疾患｣や｢自立支援法｣問題について話されました｡

メッセージとして体調が悪く欠席となった難連十勝支部長の成田愛子さん
からのお祝いの言葉が紹介されました｡

その後､玉川正雄さんの乾杯の音頭で祝宴に入りま　　†撃　】

した｡ホテルの美味しい料理を堪能しながら､新規

加入の仲村末治さんの紹介と札幌から参加してい
ただきました､鳥谷部廉さんから一言述べていただ

き､ビンゴゲームとカラオケで楽しみました｡

特に鳥谷部さんは､昨年は｢侍の姿｣でカラオケ
と鞘りで会場を盛り上げましたが､今年は｢手製の帽子と付け髭｣ ｢プラカ
ード｣を準備して､参加者の笑いを誘っておりましたo最後の閉めは荻原

晃さんの一本締めで終了いたしましたo　その後は､の～んびりゆ～つたり

と温泉に入りくつろぎ､ホテルの送迎バスで帰りました｡

お泊り組みは､更に夜の宴会､ゲーム､カラオケ､温泉と十勝川温泉ホ

テル観月の一夜を楽しみ親睦を深め合いました｡
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｢パーキンソン病帯広ブロック新年会･交流会｣

成田愛子

日　時　　2008年2月3日(日) 12時～

場　所　　十勝川温泉　観月苑

温泉での～んびり､そして　ゆったり　参加♪♪//-･が､体調をくず

してしまい欠席してしまいました｡急な出来事で皆様にご迷惑をおかけして

しまいました｡

豪華な食事､カラオケ- ･皆様の楽しそうなお顔が目に浮かびます｡

次回は体調を万全に整えて　皆様とご一緒に参加することを楽しみにし

ております｡　(★<I^*)

オホーツク圏の医療を考えるみんなのつどい
一北海道の地域医療の現状について一

事務局　加藤　富江

2008年(平20) 2月26日(火)北見市芸術文化ホール(中ホール)

において､北海道難病連主催の緊急集会が開催されました｡短期間の取り組

みにもかかわらず難病患者･一般市民など2 5 0人が参加しての大集会が行

●　われましたD参加者も小敵室臥中標津､釧路､旭川､札幌､帯広､地元
北見市とたくさんの地域からの参加者でした｡

難病患者約1 00人一般市民1 5 0人といかにこの問題が多くの人にと

って大変なことで関心の深さがうかがえた集会でした｡患者本人の(3名)

の生々しい現実の訴え何故遠方の病院-いかなければならないのか｡

新しい担当医師との信頼関係を築くのに不安､発病当初にもどってしまう｡

参加された皆さんは｢いつでも･どこでも･だれでも｣受けられる医療体制

を合言葉に集会を終えましたC
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社団法人　日本オストミー協会　帯広支部
｢やすらぎの会　新年会の集い｣に出席して

日　時　平成20年1月13日(日)午後12時30分～

会　場　帯広ワシントンホテル　2F

参　加　十勝支部　2名

挨拶　支部長　坂本林子　様

メッセージ

平成19年｢勇気を持ちましょう｣

平成20年｢ありがとう　感謝します｣

言葉　とても感動しますo声を出して･ - //

帯広徳洲会　院長

北斗病院　副院長

帯広厚生病院　外科部長

以上の皆様のご挨拶をいただき　新年会の宴席となりましたo

坂本様の司会で食事をいただきながらカラオケや趣向を凝らした出し物な

どでいつもお世話になっている先生方･看護師のか　そして会員とその

家族の方々　皆で歌って･踊って楽しい新年会でしたo

｢♪ここに幸あり♪｣を皆で合唱しお開きとなりましたo

ォストミー協会帯広支部の皆様本当にありがとうございましたD

病気のことも忘れ楽しく過ごしましたo感謝いたしますo
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合同レクリェーションに参加して
リウマチ部会　　市村　君代

9月9日(日)は合同レクリェ-ション"大収穫祭､でしたo

朝､出発前の福祉バスの窓からシマリスが市役所の木だちの中でかわいら

しく遊んでいるのを見かけ､なんだか今日は良い事ありそうだな-とうれし

くなりました｡

さて､バスは西-西-と進み間もなく清水町御影､竹中農場-と到着｡緑

もまぶしくElざしもどカー☆と照り付け､ますます心がはずみます｡イモ拾

い､とうきびもぎとしっかり収穫し､お昼は､大望の焼肉交流です｡ここ何

● ll'::'J :‥.L.･.:,∴一一･∴JT: ∴- Lt∴ ∴誓∵.a....i:L∴十.

手は不自由もなくよく動くのです｡一口(ォホホホ)豚汁も湯でトウキど

もとてもおいしく､とても楽しい1日となりました｡

参加させてもらって良かったです/いっぱいお世話になりましてあり

がとうございました｡

施設見学i n函館
ふれあいデジタル工房　斉藤雅博

事の発端は某月某日､事務所での会話からだった- ･難病連函館支部が

新しくなったし､誰か見学と研修を兼ねて行ってこないかということで､一

度もそういった所に行ったことが無い自分が行ってくることになった｡当初

の予定では､-泊という案もあったが経費の都合上,日帰りということにな

●　∴/:lllr-∴ L∵｣こいl:∴tllll.∵ :"i.::_i:.'1,: I..1?.Ill:. '. :-:二､

なるとは夢にも思わずに･ ･ ･

2月2 5日月曜日､ 6時に家を出て帯広駅にて､電光掲示板に乗車予定の

列車が無い?遅れているのかと思ってよく見ると｢運休です｣と書いてあるo

｢えーっ｣と思い､駅員さんに尋ねると｢始発の列車が昨晩来なかったので

出しようがない｣とのことo仕方が無いので-木次の列車に変更､帰りも一

本遅い列車に変更した｡それでも何とか3時間ぐらいある予定だったんだけ

ど- ･乗り換え列車3 0分遅れ､函館到着も更に3 0以上遅れて結局函館

駅の一つ前の五稜郭駅で停車｡発車まで7分でこの駅で降りてもいいという

ことだったので､急ぎ飛び降りてそのまま五稜郭駅から函館支部に向かいま
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した｡

何とか到着してみると1 5時で函館にいることが出来る時間は残｡ 1時

間ちょっと- ･それでも何とか気を取り直して建物の中へ外から見ても

大きいとは思ってはいたけれど､中も広くてどこ-行けばいいのやら､ 1階

入って左､作業所､右､社会福祉法人かいせい･ 2階に上がって右､函館支

部､左､福祉機器･ -入っていきなりどこへ行ったらいいのか迷ってしま

いました｡受付も特に無いし､とりあえず入ってみないとどうにもならない

な-と思って､とりあえず作業所のほうに人がいるようなので入ってみると､

作業所の方が｢遅かったので心配してたんですよ-｣って言ってくれましたo

で､どんなことをやっているのかな-と思っていたら､何かもう片付け始め　●

て､どうにも到着が遅くなって作業時間を過ぎてしまったみたいで､作業風

景を見学することが出来なくて残念でした0

2階に佐藤支部長がいらっしゃるようなので､そちらにということで2階

に上がっていきましたo挨拶の後､佐藤支部長から建物の中を案内していた

だきました｡最初は福祉機器のスペースで､何かこれだけでうちの作業所が

すっぽり入るんじゃないかっていうぐらいの広さでしたo次に会議室に案内

されて､ 2 0人ぐらい入って会議できますと話されていましたo次いで函館

支部の事務所･ -何かここだけ狭いような?支部長の席と事務局の席だけ

で､うーん､他が広すぎるんだろうか?それから1階に戻って､一緒の建物

に入っている｢かいせい｣の中も案内してもらいました｡織り機が6台ぐら

いあって､さき織りをしているっていう説明を受けましたo浴室があって､

反対側のスペ-スには洗濯場があるという話で洗濯場に行ってみましたoそ

≡.:.i I:1.≡. "-::･ ｣L･'-I :.･'lf;1､:∵TL :: ;:-一昔戸で∴:t･ lv･:-ll:. LT-:I:), I::≡:L'J二`:声こ●

人形やポスター､パンフレットの印刷等をされているという話を聞きましたo

それから運営の話とか､十勝支部のこと等を話しているうちに､時計を見

ると1 6時を少し過ぎ｢やばい､これ以上は列車に乗り遅れる｣つと思い､

まだまだ話をしたいこともあったのですが､帰ることにしました｡お土産に
｢かいせい｣で作っているクッキーをいただき､急ぎ函館駅へ急いでお土

産を買って､すぐに列車に飛び乗りましたoなぜかこの列車だけ遅れてない

し(発車もそこそこに1時間以上前を走っているはずの前の列車に追いつい

て結局遅くなるのだが- ･)最終的には帰りの列車もあっちこっちで遅れ

て家に帰り着いたのは2 3時でしたoなんかほとんど1日移動だけに費やし

たな-と思う疲れた1日でした｡
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平成19年度部会活動報告
パーキンソン病友の会帯広ブロック

月日 �>�vR�人数 

4月11.12日 �7��ｸ4ﾈ986ﾘ986h�ｲ異�檠��ｙ8ﾈｹ��1名 

4月28日 冲h,ﾈ檠;倡浦J(7X8ﾘ6(4陞�:2井Ig鋳�5名 

4月28日 冲h,ﾈ檠;倡浦C3��D雍ﾉD�ｨ棹檄(ﾏ�zﾈ檄2�5名 

4月29日 冲h,ﾈ檠;倡浦I�c3����ﾘ橙井Ig鋳�5名 

4月29日 冲h,ﾈ檠;倡浦C3��D雍ﾉD�(�9|8ﾗX�檄2�5名 

5月12.13日 �;�>��.葦ｩ�ﾘ檄Iyﾘ馼檄IUﾘｶ8効醜橙�2名 

5月15日 �>������迚YIo�醜橙�2名 

5月20日 冲h,ﾈ檠��ﾔﾈ7X8ﾘ6(4��c�X���ﾘ橙�37名 

5月20日 冲h,ﾈ檠��ﾔﾈ7X8ﾘ6(4�(�9|8ﾗX�檄2�78名 

5月27.28日 櫨���8ﾙ�:闖ZI��為9:��1名 

6月03日 �>������迚YI�ﾘ橙�3名 

6月21.22日 �7��ｸ4ﾈ985ﾈ99V�th,ﾈ檠�c3����8ﾙ��X橙�1名 

6月30日 �>������迚YIo�醜橙�1名 

7月08日 ���ﾔﾈ7X8ﾘ6(4�?ｨｴ�.位H�9{xﾗ2域ﾙg�y�"��22名 

8月04.05日 ��c3H��fｸ､9;�>�����9;偖x橙�6名 

9月02日 �>������迚YJ(�9|8ﾗX�檄2�7名 

9月09日 �>����ﾘy:�8ﾈ4�8ﾈ�ｸ5h8x92夷H乏��18名 

9月27日 ��c38��7X8ﾘ6(4陞�2井Ig鋳�1名 

9月30日 ���ﾔﾈ7X8ﾘ6(4簫ﾙI�{xﾗ2�20名 

10月06日 櫨���8ﾙ�自�H･�:ｨ��kﾂ�:�ｭｹ���1名 

11月25日 ���ﾔﾈ7X8ﾘ6(4隕y�Yo�醜橙�11名 

12月08日 �4ｨ8�4�5�:�H橙影僖陞��18名 

1月12日 �>������迚YJH6h5x5�8ｸﾔ影ｹ�iD陞��1名 

2月03日 ���ﾔﾈ7X8ﾘ6(4��iD陞��23名 

帯広ブロック役員会年2回カラオケ同好会年17回 

会報｢はまなす帯広｣55.56.57号発行 

難連運営委員会30周年実行委員会年5回 
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リウマチ部会 月日 �>�vR�人数 2名 

4月13日 兒ｨ檠�ﾘ檍栗>��8ﾟﾂ飩ﾙ�r�

4月29日 兒ｨ檠�ﾘ橙��ﾈ.郁b�14名 

5月18日 佰�zﾈ檍栗>��8ﾟﾂ飩ﾙ�r�2名 

6月03日 �>������迚YHｦy�Yo�醜橙��ﾘ橙��2名 

6月07日 �8ｨ4X7ﾘ6�怏�i��ﾙ�檠��飲�kﾂ�5名 

6月27日 �8ｨ4X7ﾘ6�怏�i��ﾙ�檠��飲�kﾂ�4名 

8月4.5日 ��c3H��fｸ､9;�>�����9;偖x橙井Ig鋳�4名 

8月22日 �>������陋俔育浦Hﾘy:��醜橙員ﾈ���1名 

9月02日 �>������迚YHﾗX�橙�4名 

9月09日 �>����ﾘy:�8ﾈ4�8ﾈ�ｸ5h8x92夷H乏��2名 

9月28日 �ｩI�{xﾗ8栗>��8ﾟﾊIJﾙ�r�2名 

9月29日 櫨���8ﾙ�自�H･�:ｨ��kﾂ�2名 

9月29日 �?ｩgｸ8ｨ4X7ﾘ6�th,ﾈ檠?ﾈ檍4ﾈ88987��ｸ92�3名 

9月30日 �>����尨ﾕ育浦HﾗX�橙�俔ｒ�4名 

10月17日 �?ｩgｹ��4ｸ98ｺh檍ﾊHｸi�ﾈ惓9儿�ｷ佛ｹJﾘ馼ｼb�2名 
研究成果発表会 

11月4.5日 �ｩI�{xﾗ2�(ｪb��16名 

12月09日 俾凛x辷�d�,ﾉ]xｺﾘ橙�2名 

役員会年11回交流会年10回 

二分脊椎症 

月日 �>�vR�人数 

8月5.6日 冉ｸ､9;�>�����9;偖x檍����)kﾂ��

9月16.17日 處8支4ﾈ88987h�����2名 

10月06日 櫨���8ﾙ�自�H･�:ｨ��kﾂ�1名 

11月23.24日 ��2井Ig鋳�2名 

2月2.3E‖会議&新年会(札幌) �2名 
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十勝地方腎友会

月日 �>�vR�人数 

4月22日 ��c#8��.葦ｩ�ﾘ橙�57名 

5月13日 �?ｨｴ�.�6�5�684��ｹ�9>�,ﾈ*�Hﾊ��49名 

5月31日 ���ﾔﾈ�8,h,ﾈﾚy&ｲ�8名 

7月01日 �7��ｸ4�588ｸ7Bh鶴?y�Yg(檠hｹ¥ｩ*ﾈ源62�26名 

8月01日 儘ﾉ_�鑠(扎鳧ﾇj33�ﾘh,ﾉJﾘﾗ2� 

9月09日 ��I/�ｹ�(ｦy�X･�:ｩ�H4ﾈ88987��ｸ92�31名 

10月07日 �+X*)��*�.��i;��29名 

難病連､しめ飾りの販売活動 ��

国会請願署名活動 ��

12月09日 册僖陞��23名 

12月11日 ���ﾔﾈ�8,h,ﾈﾚy&ｲ�10名 

広報紙32号の発行 ��

三役会議5/9(7孝.)2/10(7名)3/9 

幹事会6/10(21名).8/19(23名).ll/4(16名).12/16.3/16 

月日 �>�vR�人数 

4月17日 ��ﾘ橙ス���浦�85ｨ985��ｲ��17名 

5月26日 �H5(7�8X6ｨ5��ｸ5h8x98,h*�+�#��r�16名 
(とかちプラザ南公園) 

7月29日 ��Yg(橙�俔�*ﾈ-�,(-ﾘﾏh��顰I?r��44名 

11月11日 �9|8ﾗX�橙�,h*�+�7h8�5R��33名 

12月16日 �4�8ｨ5�7ﾘ5��尨ﾕ浦�85ｨ985��ｲ��73名 

2月24日 �7ｸ�ｸ8ｨ984��X橙�5�5�8�987ｸ4X8ｲ�� 

･すこやか農園5/13.6/24.7/22.9/2(帯広農業高校) �102名 

･乗馬療育(5月～10月)帯広ホースライディング �67名 

･リトミック(就学前の子対象) �35名 

音楽教室アレグレット<1月は休み.毎月第4土曜日> 
･機関誌｢あおぞら｣年間6回発行.役員会(毎月1回程度) 
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後縦靭帯骨化症友の会

月日 �>�vR�人数 

4月23日 佩8�9����ﾙﾈ嶌�YH檠o�醜橙井Ig鋳�1名 

5月12日 冉ｸ､9;�>����Uﾘｶ8効醜橙�1名 

6月03日 佩8�9����ﾙﾈ嶌�YH檠.葦ｩ�ﾘ橙井Ig鋳�5名 
後縦靭帯骨化症部会医療講演会(札幌) 添kﾂ�

6月17日 �俔育浦H,ﾊ(*�Hﾊ��8,伜����3名 

7月23日 �?ｨｴ�.委�zﾈ橙�6x8�8�6�(ｧxﾕｨ8ﾈ484�4892��5名 

7月30日 �)Y�8-ﾈ,(.�陋俔�8,伜����3名 

8月05日 ��c3H��fｸ､9;�>�����9;偖x橙饂ｨ怦橙井Ig鋳�5名 

9月02日 偖ﾈ�迚YH�9|8ﾗX�橙�4�8ｨ�ｸ987h8�5R��1名 

9月30日 �俔育浦H,ﾊ(�9|8ﾗX�橙��ｩ&ｸ檄8,伜����3名 

12月02日 �俔育浦H,ﾊ(4�8ｨ5�7ﾘ5��8,伜����3名 

12月09日 俾凛x辷�d�ｧx�橙�4�8ｨ�ｸ987h8�5R��1名. 

1月12日 偖ﾈ�迚YB�6h5x5�8ｸﾔ影ｸﾘy:��iD陞�+儘ｲ��1名 

2月24日 �俔育浦H,ﾊ(ｬ��8,伜���員ﾈ��ﾈ孳�"��3名 

勝原病友の会

月日 �>�vR�人数 

5月14日 佰�zﾈ檍.�-ﾘ+iEB�6名 
ボスフール1Fコーヒー館 

7月13日 佰�zﾈ檍4ｸ�ｸ6h985�7ｨ6X8ｳ$b�6名 
レストランガーデンズカフェ 

10月31日 佰�zﾈ檍,h*�+�7h8�5SC��ﾘh��5名 

12月19日 �+xﾞ��>�,ﾈ扎夊+8/�*�.x�ﾋIV�th,ﾈ檠��ﾔﾂ�2名 
地区の会員11名に花束を送る 

3月 ���(*�.H-ﾒ(ﾞﾉ�ﾈ,ﾉuﾉ.�� 
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全国心臓病の子どもを守る会　北海道支部　帯広ブロック

月日 �>�vR�人数 

3月27日 佰�zﾈ橙�,h*�+�7h8�5Y���3�(ﾘh���11名 

7月08日 佰�zﾈ橙�,h*�+�7h8�5Y���3�(ﾘh���18名 

12月02日 �4�8ｨ5�7ﾘ5��4X4x5�5�92馮ｹ5ｒ�13名 

3月23日 佰�zﾈ橙�,h*�+�7h8�5Y���3�(ﾘh��� 

月日 �>�vR�人数 

8月19日 ��ﾘ檍,hﾏ�zﾈ橙�4�8ｨ�ｸ987h8�5R��24名 

8月22日 偖ﾈ�迚YB陋俔育浦Io�醜ﾏ�zﾈ橙�1名 

9月02日 偖ﾈ�迚YH�9|8ﾗX�橙�1名 

12月09日 俾凛x辷�d�]xｺﾘ橙�1名 

プラタナスの会

月日 �>�vR�人数 

8月22日 偖ﾈ�迚YB陋俔育浦Io�醜ﾏ�zﾈ橙�1名 

11月17日 �*ｨ/�ｫ8�"陷i��,ﾈ5�4��9|8ﾗX�橙�1名 

12月09日 俾凛x辷�d�]xｺﾘ橙�1名 

ヽ      ■Jr I/

- ′/(ノーー･--71･或:''- I,,観/

1

日　t　＼-

I -~　:舞f･'
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事　務　局　だ　よ　り

2007年度(19年)活動報告

役　員　会

月日 俎8駟kﾂ�会場 伜����B�

5月12.13日 宙ﾞ�冉ｸ､9;�>�����ﾘ橙�難病連本部 �9kﾂ�

5月22日 ��c�����迚YH戊�8効醜橙�支部事務所 ���kﾂ�

6月03日 偖ﾈ�迚YHｦy�X戊�8効醜橙�グリーンプラザ ��9kﾂ�

7月10日 ��c(����迚YH戊�8効醜橙�支部事務所 ���kﾂ�

8月08日 ��c8����迚YH戊�8効醜橙b��c�����迚YC3��D韲�ﾗ8効醜橙�支部事務所 ��9kﾂ�

9月12日 ��cH����迚YH戊�8効醜橙b��c(����迚YC3��D韲�ﾗ8効醜橙�支部事務所 ��)kﾂ�

11月13日 ��cX����迚YH戊�8効醜橙b��c8����迚YC3��D韲�ﾗ8効醜橙�支部事務所 ��9kﾂ�

12月11日 ��ch����迚YH戊�8効醜橙b��cH����迚YC3��D韲�ﾗ8効醜橙�支部事務所 ��Ikﾂ�

1月12日 ��cx����迚YH戊�8効醜橙�支部事務所 ���kﾂ�

2月12日 ��c亜���迚YH戊�8効醜橙b��cX����迚YC3��D韲�ﾗ8効醜橙�支部事務所 ��9kﾂ�

3月18日 ��c弌���迚YH戊�8効醜橙b��ch����迚YC3��D韲�ﾗ8効醜橙�支部事務所 ��
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諸活動･講演会･研修会･その他

月日 俎8駟kﾂ�会場 伜����B�

5月20日 �7��ｸ4ﾈ985ﾈ99V�th,ﾈ橙��ﾘ橙闔9|8ﾗX�檍�����とかちプラザ ��kﾂ�

5月20日 �4�5�6x7��ｸｺh檠��ﾔﾈ7X8ﾘ6(4��グリーン ��kﾂ�
社会適応訓練医療講習会参加 �7h8�5R�

6月09日 �;�8ﾉ&霎h迚YHｺhｶ8橙�釧路プリンス ホテル �)kﾂ�

6月17日 偖ﾈ�ｼ闔8ｺhﾉ(ﾔ�-ﾈ,(.��白樺 添kﾂ�
リサイクルバザー出店 �5�4�5ｨ985��ｲ�

7月08日 �7��ｸ4ﾈ985ﾈ99V�?ｨｴ�.閲xﾗ8�����しほろ温泉 プラザ緑風 �9kﾂ�

7月08日 ��9���,ﾈ��,x.�/�荿.�����ﾔﾈ7X8ﾘ6(4靠�zﾈ檍�����とかちプラザ ��kﾂ�

7月13日 冉8ﾋIV�YH檍ﾏ�zﾈ檍�����十勝ガーデン ズホテル ��kﾂ�

7月22日 佩8�9����ﾙﾈ嶌�ﾏ�zﾈ檍�����トムラ 登山学校 �9kﾂ�

8月4.5日 ��c3H���9;偖x檍�����かでる2.7 �#Ykﾂ�

8月19日 �D$I�ﾘ檍�����とかちプラザ 的kﾂ�

8月22日 偖ﾈ�迚YB陋俔育浦Io�醜橙靠�zﾈ橙�支部事務所 ���kﾂ�

9月2日 偖ﾈ�迚YH�9|8ﾗX�橙�(ﾊｸ*)|9wｹ�hｨ�,ﾈ+x+(+Y_ｺ2�グリーン �#ikﾂ�
十勝保健福祉事務所 主任保健師中島節子さん �7h8�5R�

9月09日 ��I���YH檍･�:ｨ4ﾈ88987��ｸ98�����歩行者天国 �)kﾂ�

9月09日 俘y:�8ﾈ4�8ｨ4x�ｸ5h8x98�ｦ鞏R�御影竹中農場 ��ykﾂ�

9月30日 �9|8ﾗX�橙�俔育浦H皦ﾜ2伜����)>��ｫ8�(+8/�,h,ﾂ�7ｸ8�986X4(4��ﾈﾋ�,i&闔h�9|:2���ｼ闔8ｺi��ﾔﾉV���ｭ冢ﾉ&ﾙjI�i�b�木野コミセン ��kﾂ�
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9月30日- �7��ｸ4ﾈ985ﾈ99V�th,ﾈ橦�I�ﾊH�9{xﾗ2�ピュアフィー ��kﾂ�

10月1日 �<�.壱隲8,h櫁ﾎﾉ]ｸﾊ�,�,(*(,I]xｺﾘ橙�ルド風曜日 

10月06日 櫨���8ﾙ�自�H･�:ｨ��kﾈﾗ9:��藤丸前 ��)kﾂ�

11月11日 �+�-ｨ,h檠��ﾔﾉZｨ檍�9|8ﾗX�檍�����とかちプラザ �)kﾂ�

11月17日 �*ｨ/�ｫ8�"陷i��,ﾈ5�4��9|8ﾗX�橙�とかちプラザ 添kﾂ�

12月02日 ��9���,ﾈ��,x.�/�荿.���ウエスタン �9kﾂ�
帯広ブロック交流会参加 冏ｹ5��

12月02日 �俔育浦H4�8ｨ5�7ﾘ5�7��ｸ6X4(�����ふれあい交流 館すずらんど ��kﾂ�

12月09日 俾凛x辷�d�]xｺﾘ橙�グリーンプラ ザ会議室B ��ikﾂ�

12月25日 兀�99Ioｸ,ﾈ*旭�*"���ﾔﾈ�9o����･�Y�8擺浦�68���� �9kﾂ�

1月12日 偖ﾈ�迚YB�6h5x5�8ｸﾔ影ｸﾘy:��iD陞��鳥幸 ��9kﾂ�

1月13日 �?ｩgｸ4�5�6x7��ｹYH檠��ﾔﾈ迚YB�帯広ワシント �)kﾂ�
新年会参加 �987ｨ6X8ｲ�

1月21日 兀�8ｭhﾅx�)�iD靠�zﾈ檍�����帯広グランド ホテル ��kﾂ�

1月27日 �&闔h�8ﾊ佰�ｫx橙��h+X*)fｸ､9;兢ｸﾉ(�9|9Y�8ﾇh枌�Yfｸ､9;�9|8ﾇh枌�十勝支庁3階 講堂 �)kﾂ�

2月3日 �7��ｸ4ﾈ985ﾈ99V�th,ﾈ檠�iD陞�����十勝川温泉ホ テル観月 ��kﾂ�

2月26日 �4�7ｨ�ｸ684靄x,ﾈ�9|8/�ﾖﾈ*h.�-ﾘ/�,��北見芸術文化 �9kﾂ�
のつどい �7ｨ�ｸ8ｲ�

月日 俎8駟kﾂ�部数 

7月10日 亢�ｭh顏,�/�.ｨ/�,h*�+�畏iJﾘﾗ2�970部 

3月10日 亢�ｭh顏,�/�.ｨ/�,h*�+�俘iJﾘﾗ2�970部 

19年8月.20年2月募金箱回収 � 
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●

☆★☆事務局よりお知らせ☆★☆

①　2 0 0 7年度の拡大運営委員会&十勝支部3 0周年記念開催のご案内

目　時　　2008年　6月　1日(日)

13時00-　　　　　　　　受付

13時30分～14時30分　拡大運営委員会

場　所　　帯広ワシントンホテル　電話　0155-23-5111

帯広市西1条南1 2丁目8番地

※十勝支部の運営を決める大事な総会です｡多数のご参加をお待ちしてい

ます0　5月13日までにご連絡ください｡

②　難病連十勝支部30周年記念講演　1 5時～1 6時

講　師　　難病支援ネット北海道(前北海道難病連代表)

伊藤　たてお　氏

③　難病連十勝支部30周年記念祝賀会　1 7時～19時

難病連十勝支部3 0周年記念講演･祝賀会については､後日あらためてご

案内を出しますが出席可能な方は恐れいりますが難病連十勝支部まで電

話･ FAXでお知らせ下さい｡

● ※拡大運営委員会と十勝支部3 0周年記念開催の場所は同じですo

難病連十勝支部3 0周年記念誌の発行について上記表題のとおり｢3 0周

年記念誌｣を5月2 8日発行予定です｡これまで多くの皆様方のご協力によ

り｢協賛広告｣ ｢ご寄付｣を頂きましたが目標までに届いておりません､是

非ご協力の程よろしくお願いします｡

お問い合わせ　難病連十勝支部

電　話　0155-23-6602

FAX 01 55-23-7071
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募金箱　設置

ワインプラザカワイ･磯柏屋かぜ･ワイン城レストラン.モミの木

ダイイチ西8条店･なかむら衣料･ミュージックカフェ&スナックじゆの

ワイン城1Fインフォーメーションセンター･ガーデンパークEl新の丘

NCおびひろ･ (財)難病連十勝支部事務所

国会請願署名と募金

2008年2月29日現在　4, 425筆　　募金　32, 320円

バザー用品寄付

高木様･中村様･成田様･庫瀬様･保刈様･菅原様･矢竹様

敦賀様･杉山様･市村様･水谷様･山根様

寄　　付

匿名　様(年賀状200枚)

●

◎リサイクルバザー用品のご寄付のお願い

ご家庭で眠っている贈答品など新品同様の物がありましたら､寄付をして

下さい｡リサイクル品を販売し､支部の活動資金の一部にさせて頂きます｡ ●

第1 9回　十勝健康まつり(十勝健康まつり実行委員会　勤医協病院)

2008年　6月15日(日)にあります｡

十勝支部はリサイクル部門で出店します. (実行委員会に1孝■参加してい

ます)

募金箱､バザー用品､寄付ご協力ありがとうございました｡
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○●○　デジタル工房からのお知らせ　○●○
☆年賀印刷目標達成☆
昨年の報告になりますが､年賀はがき印刷注文が皆様のご協力により目標

枚数を大幅に超える294件･ 28, 880枚の実績となりました｡

最近はご家庭でもパソコンを使って自分で作成される方が増えている中

で､印刷枚数が2万枚を超えたことは､新聞記事に載せていただいたことも

効力を発していますが新規の方の注文も多く､また毎年注文してくださる方

も定着してきています｡ご注文いただいた皆様に感謝の気持ちで一杯です0

本当にありがとうございましたC

●　デジタル工房では簡易印刷･名刺･はがき･ポスター･部会の機関誌等の

印刷もたまわっておりますoその他印刷に関するご相談に応じますのでお気

軽にお問い合わせ下さい｡

☆検定会場になる/./☆

このほど検定協会に申請をしたところ､検定試験の会場校として認定され

ました｡サーティファイというところで行われている検定で､W｡rdやExcel

等様々な検定が行われているところです｡ 1-3級まで行われているので､

是非皆様も検定試験を受けてみては如何でしょうか｡

☆手芸部門☆
手芸部門2007年(平成19年)より初めました｡

● :∴■ 17 L-: : ;:ILL. l':･''.∴h:: '/ L.1∴1 ㍗-...浩1 ,1でニt J. :L.,･卜: 6,;､

れ･ミニうでカバー･しおり･小物入れ(きんちゃく)･リサイクルバザー

(衣類).その他でしたD

患者･会員皆さん難病連十勝支部ふれあいデジタル工房-遊びに来て下さい｡

雑談をしながらコ-ヒ等を飲みながら手芸をしましょうoとても楽しいで-
-す｡毎週　火･金曜日　午後1:00より行っております｡スカートズ

ボン･袖･丈っめなどご相談にのりますC

障害者手帳･特定疾患のカードお持ちの方にかぎります
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7つのスローガン
☆国と道は､原因の究明と治療法の確立を急いでください〝

☆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〝

☆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〝

☆広く道民と手を結び明るい福祉社会を実現させよう〝
r=~ご一∴~ i-ニーこ-L一一i夢~=ーJ-二一∴~こp r

財団法人-北海道

難病連

.I.NPO法人　尚之基金｢ビリーフ｣

巨障害者(児) ･老人及び更正施設等の福祉を

｢増進しようとする団体個人への活動支援･
:居宅支援･居宅介護支援サービス等の事業

*を行う｡
: 1.指定居宅介護支援事業所
｣ 2.指定訪問介護事業所

こ3.指定支援費居宅介護事業所

みみずくの会　}

己援乗.介護保険かI
｢-ビス｡ガイドへノ

リハビリ､イベンl
､･友人宅その他･き
話相手､除雪､排!
喜､窓拭き等除外さ]
:付きましては『みi
にご相談下さい｡

【尚之基金｢ビリープ｣事務局】

電話:0155-41-0121

帯広市酉16粂南6丁目1 1番9号

FAX:01 55-41-0124 休日等転送屯話:090-1 647-0547

V-一〇二Jこ■=TJここ■_ _<=-1-<=エゴ-<=一二-メ-メ-1-ll 1TQ二一-■= -<ご=1-■二J ∫-1

●
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