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≪　支部亀屠合r乙より　≫

く碑庶弟友の食〉

働友の鮎り､甘甘｣人数頼t)牌嫡友の会て､つつご･紬そ

る少しづフ嬉え輯L妄2毛､今年用人か入組TJi芝で圭

大震耳のうとか､絶素養で外か.熟亙rd一人サ･し､T--･)で､ T=言外歓

喜リL全員泰を会わせろことが息来すこれto-bl伊､餌同じことTdー

●ので･レJう｡

釧路の全速集会E=133名出席L,t仲間の度合購画しました｡

ちJrとLr:食尋をレたり､あ茶をT:のL,んだリLよレやぺl)L,Td-

がら象壬会拙79ことで少しづ頭洗い県きり､相互讃野が娘た

らと考えてし＼吉す･

餌.3/鼻か2度etらし1､放くの温泉J=餌､け(日帰り)め-く

i)いち5tl百両.敵手くそ､ヒ計あL,てLl37･

そ山こしてb､この轟如駆(.らn*l且L=宮寄った鼻矩そう

です0(.､どこ｡＼に昇か転属コん頭首nt,のでL/Jうひ｡

勉の友の食のわl二男のj5び入紬た硝鮎豊富で.L,iうレ､何

ひと紙が息なのでla,d-1､ひと%.uさす･居射しヨL/T=らどうか

金に入って下こし凍､モラルこと痩けか1ですサら
･′　　′

し藤
3



く肝炎友の食〉

2月22乱藷潔会｢ストレスと粁東泉｣言,-ffL蝕祉モニター

で行目,約5D名dl参かDz71･ありました.

そ(,.後､発会･女気餌Iyiっr=･,粘.&･･掛り三大の船先生｡

4畑牌どうり｢析glJ樟hE=とり<弄.和解朗､

弛fL7Tこう↓ティ7､友の会全員の督97;瀕痕に罪了,

LO月31日､ ｢析ゲン紛｣.=かか鵜毒液と擬製仝王.髭盈

協棟病疫の鼻息組互譲韓に行tト約知名･p･.各和した0

4iI=マスコミ等で･8舗炎/=つfjて碩じ頭書, 7日摘7･

初,7T=のて.､為替を錦と甘りきしTC｡

くリウマチ夜の金〉

丁麿散れ敷舟始まって7卵通えさす･ F乍如銅-こ

常長のこ'レトンLTti ,vTr行柚､ ′o甑の如,-紬.身和見合

や.物療私リハビリ､観象′餌等の細研/じに舶硯

あまL,た｡ヌ･会報｢十)#).)｣む各人沌私腐演記号左沢

血のtiて､昨卑5月,=牙7号硝うことl^t盆丸吉した｡

余り盛大,d一拍に一3･甘｢てlきし<甘日夜,揉.)71号が､久

今の全員&4oALa､希え･ †騰n A)ウマチ魚層^敬両餌ぜ

磨り･l=L,,TJfd･潤爪よう7･う.岳互に慰外周舌レ釦1紺白

身の湧操につし)了の増轟を兜91-あにむ､ i,うすこレ争敬＼

充ての細を酢いと亀っ7Al･)さすb今恥辱一兵ブフの象

リヒ公報･%行五男えてありきす岬をし<.

ヂ

●



( ^滅為し釦多心蔽ありを収も身を象れQR,阜*))

_イ線他玄句碑鞍1祢綿o'経過Y,レ之-

8月9日～′oβ　薯′畑造勉励｡如し毎鹿の全赴集魚が摘

て･風的かまし仁･ ,じ融とLZli ､紘会が郎＼れ丁痛か3

i, /象鹿州序し･丸舶坪島の,JWさL-ご夫婦乙1才L'b)必散見

が象まYまこr-～.内射,i,と.i-日夜の伽,も耶BGElか､

吠えてtL｡鯨飲や直泉JA象rSで.こプレ､乙誌-合い♪哨われを-r-i

● ｡ 7月208 ､鮎純福祉-汁-亭如如乙巧む丸釦ヾ

かれ､玖序如大人JJS ＼紬/名ヒ17,jP＼,たものの鳩各

軌Itげ.t,乙もた具したi,の′こなソ‡した･向8 ､九規で･i'

t亡適′じ夜会巧薦戊か行われ･苛如＼主参hDTれ仰触手さ

んカく､51/会長.てriられまLた｡昨阜′阜威､丁β鉦の注如

ヶ,H＼･たわの-鵬えっ府ATlt/こJ-I/gut鼻白鼻t子lAb､与太人

音r功フriがyが･よy一億温ま,たミヒヒ滞-まう｡軌こ

すか専門陸離促が∴ケ々し､～ともあy ～,Bu嘉や絹的相

●みt,打ち鯛イ励まし合う横合〆ヾ,7'iく､苦し-で･＼′与it,率いン

LVTbー＼与う･ンい＼ら､丁もり細山二抑JSU的レ金

ゥ岬h;RもJ7L ,てい書写thか･



く--坊紬薮凪しか1,車も敏〉一考縫合敏_

~解か62･幹線中東勤観も-

eA-?触回敵地藩あレ細り紬組伸銅で欄

舷くれL苛みヵ＼ら/乳液J.A ｡如bZ.､LTi ｡

'K2L触れ"-1二枚て-化紬紙料の払え名L

方如,して¢直棚飯Lて2･穀粒ヶ島中を仰.

iJ阜　盈い約を食も金色の毅で行い3:した｡

外′ -郎綿雪-の-ri触れや舶●

軸1･-塊,て締りを色描線級や､今ああしてい

ろ紬約線rTBt･て7-て為し食いもLiした.

くヤーケiサト痢友の糸)

5LB-L強者赦せ>グーたて縫糸も狩危し､､ 7.%の風面盾㍗

紬知友塵や･紳度のb･)餅嵐･夜風の亀姐等碩U)a

した｡粥のh'L餌組の金蛍集金に&･)臥希加す?こと

ぐした｡灸郎免槻鯨範鮎- 9触軸- ●

叔軌相鉄盆が鯨を4-南畝岬符われ､食から/舶血､

tこ鈍く､ 3為が卑櫨の珍廉と増えの金凪何･級乙の相

続鮎勧即頼イス豆受けた･)しまLk｡〝月欄It@

泉離れflレr-i /-日の穐朝会L--ア名相し､たっ利

の呼Gld'中と､･ Å包綿生藩息どのようJこ工人L滞れz h

さ婚姦し食い書した｡紫郎れ組敷も初07強糾う｡

占



くイ藤池矢場瓦敏〉一息毅V蕗勧毅等-

J/∫　鯛飯､組敏lくつV､その打合tL (すbう袖終れ触紹)

S/,,軸も碑夜イ略他方簡拝金-終息L泉っ三色ン　44名)

f/27勉強あ摘録和的愈･摘-ツケ- ､紙料師弟)

6/6　州机敏一象を脚線-終緑7-､て":oi)

V7　馳細i･舶蕃陀温風飯のT--qlSb恥葛の坪で･灘禽

政府_*-村.占馴れレ､YJ令tE,L･S浄しまレr'- ｡

●　C/W慣/畑奴縮約､朗あり-｡毎醜-馳鉄

か∫′0名鋸D致しましたo (針路)

8/16　筒反駁､J切回の棺乳鉄､身額協′D紺､払丸r伸也の

呼_木村も2'.締う｡ /2名%hD

wP.20身丸{舶東泉食/く鱒yltLq/の綿で食あく人-鍋

一､1=,%温,quイ略介抽象毅汲vD故も､車の海払′く久でl行

革､紫しいひt,te,ぞ七,句ジし3=レT,- ･久乳むT'-t'へW

敏か,I:-12'巧｡

●　′D/4　細一摘･キ.ンぺ-ン紬

この臥.､藤久で′しト約･い-うーカト輔でL､

a判れ分れ的敏カ､5金色‰終､才的hP見･惨倉敷乳

切線綿貫≠もーや鉄線乳の碑t-塊象-紙の即位鮫乳

の粒々か卯故､あ級碑ヱ鼻｡か級も稚さ- /･200碑句

チラシ､/DOO個のティ･,--,- ･乱鮎な叫あゆ留5-'て



歓呼しきLr･t ･又ゝの切､紬7i,b･[えu-lレ＼ ､尺い

へJv幽zt､した･筒乳鉢むZ/名Iこし絹された.

I/-鮎幽笥脇-金一て-如総称､舶仏ン*_

(札晩)

(′｣＼旭愈) -62軒如1-を_

5-月　小鳩金線象

?月　払触t‰)的希的物-をt,行っていきレ

たがこ･輝け郁晩秋画t,予紅をLr･-わヾ･収浄●

多･V敗の為､ヤJIJ･Jf･/きレr･..

7月　浄抑各組　t妙的8月,こ大鼓も^Jl-,ていを

したが一札晩よソ蕗師t,瑠いてワシントン緒募句

納車鮎東レ､て紬t,好レ＼字レた｡佃絶伍の叔

母､単線政和方セノミ政挿して強それたQ

/0月　ス,Te-シ大飯(′‰ポー､/ ゝゲ･方飯車如,しま

した.

ノ′月クリスてえ良く勧′′月友の日直8/伽とレた●

餌､7線5-昨名絶句汲韓zt･ ･触2,rS ､で- L^,Stltで.

･寛レく如レをレた･　r=



-全通泉今姦魔-

8月8日ー? Elの面旧､ @1.1路市'=於t-7 ､老兵島名と変貌の全且

集合7F:聞PR.コdLました｡

丁痛､希え7}ら摘40.ZJl^如コかaLt)･ナ病友和としての多可El常

人軌二見し召しT=o

盛時列車工トごり刀号てい鋸苛敬二降L)五っr=断ブラス/ヾ↓庚を

●に血えらdLT=抑鮒/･姐のT=枇7 ,,と､摘zk･敦<,a-っT=

のは､私一人でJd,官で＼｢たで系ううと見目ゴマ｡

訪台･)衆し<,a-'1日マ互送｢てし)う匙看動二とって.ラ-と-し17

ぅて.絶rl､魂の,3日膚L,1､一日ヒして)城の-ぺ-ヅ互､残せた

て･レJワ･

夜のレ･C,7･シフJLヨ･郷土玄能cE･L､うL-う象し弓tiて油日3した｡

姉L,ら11の人T-_ちと､同じ鼻朋もヒいう軌雛からか･旧か

友の榛rd虜蹄でし､5日硝し雨風さしモレ､頒孝bお目L,く(､

●
TT:T-:叶舌しT/_ -

2日臥･窮戸倉執二見食､蔑契合等8.あっT:如耳取組･勝

原轟友の食は.勤医脇立兎･51晩91やヰ組摘ん7･iiD L胤t71'鳩た

れさしT:,t｡

年豹､帰一動茸帝/i=鯛L播いて､全鉢度会zxl茨目きL/た｡

全体翫匁の,AL>た易'3､ホテルL=Jrて斉か宗1T=とまう奇で

右例え･iAw油っT=n:i 'レ.言､摘の如竪(石かT=,ll.I,11ソのhE-)

タ



(=､中人で布盟を繁くと､その市郎最3-rT爪碍rJ6-L涙

亀でtLT=0 -丸/d､勿折.VT･L言.シシフ･噂室で･Ac人の(､乙｡

き孝に過言Tdt絹描く､ 7･･/ス･)掘れたと尊んで.いT:-_人b

あったとか-a

･9800人抽入苦衷dlた教会ですひF7､才碁満足). = ∠蕃ヒと

La､斤那巳な藷7.･∂詠.)看すか､､山.

二二三三三≡':-::- -: -=TT-_i-?;I:i:;_f≡二.

の衛菖断漉く魔軌)T=レ召す,

度蓬各か鯵m AT=蜘本裾線九線で1,た｡

s i Z卑属r確級帝後免

兵野良fLt)泉生項級)　　観客冬敬

例え野良紳掛野婿賂)　棚草く嘱及金)

孝葡風見舜内相え叶女痛)菅東泉励U､-キyyン)

車磯原　竹内淑子く･L=政和　如愛子伍ああ)

盆針　　路瞬く嚇痢)

あ計亀査　ム崎竜で丸く)鳩.衣)

争東野　府中血楓＼瑚紬皐)

.,芸aT*)く功師範)

L･　赦内鶴(^tしみアト承)

/♂

･=W古く′ヒ晩熟)

鼻ええく肝兇)



≪交流会≫
- 3月･帯良市勤尊者短観でC'ターL=7-

ノピーキシソ､ン､彼碓熱帯骨化産､平定逓液化最､難旦十席責苛覆

車､魚だ掃cII沌参肌色己紹介衡単産内相島のビデオ乞乳そe

色乙籍介し合い各自J-ト素数d藩や日着生藷♂磁叶等毎し針1言してけ

呼でf,阜門瓦J.不足や違距髄通夜の為敦貴0,.後払公立鼻汽l=禰至

内科生殺産して尽し11号の要望bありきし7三一

～ 11月･希五帝百年竃金歯lこて.-

ノヤー巧J,ソン､後絶妙帝都ヒ産､脊髄1､億割睦､散奉詰櫨勧蕪

徳化直､多だ桂硬化産､盤且夜員､保好事､兎労鼻法王､木石雫亘六

社食福祉ケ]L- 7,､串う↓テぅアQHP名をgDo

8月の今蓬,A会7,報告ヒ　参?DLT:=人の魔箆を研き吉した｡

･舞†会711冒専門医シ減を節けて､約時の=( Jう繁間にレ答えて

Z'らえTT｡晴間郡少なく風じT<d

･姦羨望自律乏知ら甘77､- T= I) ＼義行亭J･積金五和;3華会釈rd､7]っ

TT=Uで､ L'つと里任那他者ヒ乾う｡

.同あの人の髪郡釆山師.TT:ことにJって､樽のつ争え171･とれ､東

金l:奇功して良かつた｡

.轟轟だからと吉77象にとしこもるので･i言を<､ bつと克く畠か

ら､地域J=とけ払んで､今自分1こBl禾ちウJz:蚤揮して王里解してg/

らう督クと矢に､争いに社会如Dすべき7Tllま+JL17LJうか･

//



1:jl他､花火､メ卸)dl戟改善触発∧毒臥監名倉♪二と号

や､壬聖等奴土､保屠蘇でんの･尊門醇7;-折線も,商学iL,r'｡

W行ってさましたヨ一口､,尺5通風

支部長　江口具生寛

難姐15周卑記念鼻翼ヨ一口ッ/Y観察旅行日月308 -

2月は日)に参QDレ､スウェーデン､ 71JラC,トオラJPpt

TrtDJレトガlv､デンマー7のtケ虚を奇問し舌した｡ iJ=､医泉

旋汲､海戦飽鼓もヰlじlこ寺療L/､号山号心の制度を尊んで･きま

LTr..

最初dlスウl lテンでLa､福融庚か温んでいもというか言

知って11台LT=-Ur､子亀もL古b糾こ鑑え.乳もむの研くbの.

最初から鮎の洩線でした凋農村ヒ臥'd-がか軸翫●

皆真剣に喪内名ol説明も聞き.おiL､に感勤し削､舌L,-Vu

さす･医新一舟商社制鼻Ap及んでtlわことの前L=､射身の

民主主菜郡より･千号で､ Lユーマニス･ム甘頻し､社会全体

が藍7)､だとし1うことを比べfJTかざ甘L)きせん｡号01-7･la.

JrT攻の化軸あです部●､国と県ヒ市町村の役割甘きち､ヒ決言っ

てし1て･ 818尊卑とタ振q'れ掛a磨鋳.と女通と.徽葛を｣旦当レ

他13､市町村不孝lT持ち､ ET本のJうTdかむ7さの禰如金剛度

/67



●

●

や地表受イ寸鉄柵か吋く､国からの包治体･て即ち□ぬL,一線し＼

とし､うことTL右令色諸仏41碑肢姻)=対して姉御こ簸く･蔑見L'

身且つ白話体の行政LC如】レ･恵良び反映しやすくなってLl3号｡

佃と､所碕嵐の盾とんと.部白三台体に直湾入7てき57｡文､日本ヒ

比軌二なら.a-いほと･鯛の鼻が甘く､ドフターヒ恵拭きの73見てん

とtaー収入に麓talaとんと盲目のT=Lそうです｡ E)本のように無甥L,

て入尊号でLl<(0葛La:無し＼ということです｡ミF)に､企覚に討て石

塊恥a厳しく.畠民合体の触保険と卑食の負埴'3月ぺて亨菟主

が免租し舌右nうん甘碑名為団体にii虚数臥相当'J金簸7･寄付

L,てい毒すo日本のcfうに訴舌っT{訣金?.絵やi地盲とモ賢し＼訳-'tL

っr=りすかの13､ヨ一口ッlt･の人にとってLa全くみんL,ゆ(むOlで

す｡

電気皐卦a包遺体が経巻レ､亀気相紙料(町の中の翁島のe/a

ウインドウ･3夜通L'亀気び灯され､お為の餌L)T=あとでbウインド

ゥtyヨツL･↓グ7i粂レあこヒ7X.てLきき勺｡ )で､他のと其碍金む大

喪趨く､絶って､日本でよく北欧13高福祉高知旦ヒいLh血てい言ち

Dtt.高希祉la当T=つてし1着う7F､高負旭.諦モ｢てし＼舌せんo

胡恥こ頻度'3高Llです恥他の負埠的さの7Lp.砲卑ニケrdく個人

7絹捜す勿0の号雄合igL-j･J断わとEl本の方び釦､のでIa'ヒhう

曳蕗です｡ (泉匿にスウェーデンに往んでい7?8凍人の如号うLl

/L/々｢てい舌LT:-～｡ )秩,て､スウェーデンでlヨ･収入のl舌とL,

人ヲ



ど互白倉の現在の生為J:貴やすこと状壇舌7｡子供の教膏Ia

漁村で､大草に入射bと生頚骨舌で支給こ鵬の7.JgB言過

ぎ智と観の号俵にお耳75負掛3日ら甘<古醤了｡ 37､_虞後ra

草食か最低7 B冊円くらL17P支鎗これをJ.ぞ凍金玉舶L鴫

JUtl釦｡舌るf･､夢みT=L＼甘お金です.

福祉闇伽臥嘩朗とし､う砕き甘､日永と耶艮本動二五tト

人間確でt,普通の人と同じようを吐離す有権紳約という

爾私こ巷ブき､住宅にしても盾鹿補助具にレてる､し1うん,dTn

げィ互むつ人ZKt､一助'd一社金生謹恐､蛸うための豪農が施
-i-れてい舌す･軌こL補助男色作勿溢毅J二あく人･3.号へて軌

の商量TE･. (竜顔義弘こ合jL山万) 7Vの貴名に合,た補助具を.

号の泉尾ヒ藷L,合い+Jぴら作製L,t支給Ja無困ヒいうことです｡

こういうT:,-和服セC,クーか各県に穴場斬ひてつあらのだゼう

です｡鹿J3､二小甘ら働鼻合住を(すべての気合産を'挿

晒部船レ､一切蹄こJ摘鋸即急せん｡土地拍旦　●

武の盾ヒんt-I(半餌L )訣市肩地でこ山から古市両地を嫁入

していく加持と｢てLlを｡ )に一才･圃･､虜喜郎の在宅言フ

くら甘rTwt'ねら甘い法律7kt易り舌す｡う甘みに､見尊コi!て

nT=甘いT掴雪朗舵の主.才t女色孝毅叩孝身利象の虎噌

義-摘史L狩川- Dス付きの風合在屯で､えで17日､冶引-

て13L DKqg平方y-トJレ(勧分利のえでIT･LLT=｡官､何か
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あっT=らすdLL=TT-巳-ス互受rTら山匂(介頭人7k凍て)よう[:甘,

てサ~ロスiLL,タ~ (軸集合権をdl甲,=夙脅/憎人の毒粛啓)と

通話ih久ろJうL=甘つて(1きしT=,

医薄菱削,文､各地或(=こき甘く短命これてL17､鼻腔瑚部･2o

bl入内I=日義吾の軌リJ7Lフライマ')ケアでこクーか1.5,)吉す,そし

7.すへて県の覇畏(=TJrてし17珂農産L言全く,d11とし＼うことで守o

●きTtうT=Il離しr=しに拍･約の7号-a､､赦免の関触これくら
し､にL/7択ラマ甘､こうCl1 7=一章東7At書けばと.ん,a-(こす斬レLl

庖絹布してし､T=だくこと孜できちと朱紬さす.あ甘レ郎主義

臥民主主軸て射'd-両∴ん加齢仰､今"･t世甲

やハ民本もあうリl=摘ら甘過さLr='よう甘魯甘レ号す.了､最後に

甘月号孔今rB3人の方か潮解41旗国で受rT首が'(招らく

せ甲t'卿を針TfJZkL弓の養和才､たいへん岬うL'､､の7I-3､-

･､-塩町を的T:養翫･外国人の斬言行, T=の地の慮71摘あ

tZとし＼…たそうです｡ )元如新緑え帰｢てさた如鵜し
てあミうす｡

他の顔鯉翫ん乏たし､へん勇気フ･.7なことに､r T=と足場す｡

ヌ､穂餌別､一砲手行きたいと患い舌す｡
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北 海道難病 連団体一覧
代表者 ｔ

‐
－
－

団体名

(佃人参加難痢息者の會)あすなろ会t情人参加章桐思考の會)あすなろ会|石川

小鳩会北海道支部|林

|（人工肛門･膀胱の会）互像会北海道センター

再生不良性貧血廠者と家族の會

全国筋無力症友の会北海道支部

全国謬原痢友の会北海道支節

全国心臓病の子供を守る食北海道連合会

全国パーキンソン病友の会北海道支部

全国二分脊椎症児（者）守る会北海道支部

大腸四謨筋短縮症の子供を守る会北海道支部

咀道閉鎖症の子供を守る会北海道支部

日本てんかん協会（波の会）北海遭支郁

日本リウマチ友の会北海道支節

北海道ウイルス肝炎友の食

北海道筋ジストロフィー協会

北海道後縦韓帯骨化症友の会

北海道腎臓病愚者連絡協嵐会

北海

北海道

実

実

矢荻輝満

佐藤篤由

鎌田毅

りヽ寺干明

･jヽ田海

鈴木義一

竹内英夫

休会中

高崎竪一

浬辺勝

事哨Ｕ

札幌市中央区南４為西10丁目難病ヤ:･７－｢弓

札幌市東区

札幌市東区

札幌市白石区

札幌市中央区mi*sio丁月難病セ:･９－内

札幌市中央区陶■I:S%i5inT目難病センター内

tL幌市西区

札幌市白石区

札幌市東区．

札幌市中央区陶４条西10丁目難病セニ,ター内

江別市

吃幌市白石区

電延洋子’tL幌心豊平区

佐藤春男
卜L嶼市･収区

|||口道雄」札嵌市白石p

赤蝶

む崎

遭スモンの会i斎・

脊髄 小脳変性症友の会油下

臨海道側●症児を守る会!上野

丿北海道ヘモフィリア（血友病）友の会ド尹・

|北海道ベーチェット痢友の会丿西竹

声海道バージャー鍔友の會い考野

未熟児網膜症から子供を守る会北海道支部臨沁

道誰洙嵌市白石区

収けし幌市中央区嘲４条西10T□難病J*1ヶ‐内

ttL≪*fi-~S1il!5丙inT?1

政興1L幌市西区

正規jL幌市中央嘔南42-SIII丁目碓病センター心

武｜孔幌市西区

JiSrI^L提市中央:-<:r*i4Th西川丁目甦病J;:.■?―r*^

“,tｌし幌.り::ちも?f4恥到IC'口甦砺･り:';―i"-i

－:rL*li.fi巾^Ai＼.iVji-qio"■日乾砺･ｔン;'一心

戻之ｔ幌･ri:^-hi-i

-

^V'-'i-':ﾆ

512-323.1

512-3233

512-3233
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〈地域支部組織一覧〉
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窄嘲:'fJ>ST1∴･.').-Illyt≒.･･^=--･■一伊こド:

桧山肌.E予町

唄室巾

町″yｒ河･布町16づ2りTで裏町で？か.ダ'ﾌﾟふ．.

ｔ琵1'･:厚岸町'

il二部I?V-2T

噸,it≪;;≪3帰陣町

勇払郡早尨町

上|｢|郡美瑛町

岩見沢r町

北見市'
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支

支

支

支

支

山支

支

支

浜中支

荼・弟子屈支

根宣支

部ITli藤たてお

郎滝田溥｢fl

部Ｉ七上亡

部i，::ilrｙｙり

部ln倒乙

部Ｉパ４列火nj;

部巾|｢InTiT

部，木村猛雄

部・悛野';?i;'

部･｣ヽ９･吃ｆ

部阿部正直

部i=I≪,K*;

･jヽ杉μ智子

引田吋,子

穀内きかえ

度部小夜子

陛藤1!･

尺野政Ｆ

旧･ｇ

巾島

こ子

ぎ子

来支部ｉ田岸正直Ｉ咬田庄次

瑛支部準備会伊藤1;I

見沢支部準備會ｌ船山廬吋田fa二

見支都準備会･口・‘逐次，防里子

謳集人財団法人北海遭難病達事務局長伊藤たてお
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