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支部事務所を中心-梧動を

班北海遭難痛連十勝支部

支部長　江口　美生男

今年の冬は例年になく雪の多い季節でしたが全点､家族のみ
なさんはお元気でお過ごしでしょうか｡

さて､輔遵十勝支部今年度最後の事業の機相の発行の時
期にな｡ました｡今年度もいろいろな事がありました｡主なも

のは全道集会･合同レクレーション､街商署名､ふれあいバザ
ーへの参加､美瑛で行われた役旦研修会など｡中でも今年度の

一番大きな事業は福祉機器展示場を兼ねた支部事務所の開設で

した｡開設してから約半年にな｡ますが､他の役月の皆さんが

たのご協力で毎日事務所に詰めております｡まだまだ事務所の

ご利用が少ないようですが､もっと全点の皆さんにご利用いた

だきたいと思います｡例えば､患者会の全集の場所として､あ

るいは患者同士の打ち合わせの場所として､更に､待ち合わせ

の場所として(市内の中心部ですのでわか｡やすく便利のいい

ところです)など､いろいろ気軽にご利用くださるようお願い

敦します｡これからもこの支部-所を中心に棚を鯛して
行きたいと患いますのでよろしくお願いいたします｡

-ユ-



十勝支那争覇押せ商誠　し　て

副支部長　藤田諸手

施.-/も象森仰言く､歓楽に瑛手かろ､容卿転頑なも0,が57っr--

ら--　十醸安部のJlilrl負の中'こ_ろFJJ-轟管が葬婆丸けじめ1毅弊

見o)尊o'線r魂望ヵく嚢魂しましたo

●; __ii-; -IL:;tfF:: :I ･ I-- --_ :;_:i=3:-_i云_三宗主;,lf芸.主三三::.; :: -i

Jレ/^｡月､か9)レ､蕗ELO7t,して//局/8E腐生･乙の中に十醸隻郡身

耕作凱＼也ていR7･-3 ､磐果汁の化多毛十勝矢印で雅増巧ろ蕃Y,

1'よ′1才.した　D

//肖り日､本部の井恥でL, ､藤田さん.7ランスベモノトメヂィカ

/LiTービスC博多紀んによ,1福祉横路の廓,)耕. ､碕甘.亀藷､

77r7ス､つCZ一項埠C)搬入もして葬摘oIL′

れゲン如､1.前日の高i,上f',(./少々風t15'つr<LTれY;十滴

痛かの中､/碕よ,)イ平確さんtlじ07本郡の脚泉為激蕗､帯封釆礎

酋他､各方面o'方々琴数のブ出席乞いr-J亡き･即什式0,の勺･シa

●-JL-Lh見学､商品0,敦鯛rfY;榊,/1 ･札o･物象抑官かi,凪くd)

7rtテルでティーバーチ/-バ駒かれましたQ

神顔.祝亀.御祝もいr-J-:き､支印綬象一向鰍o)乳拷ち一鉢で

無為.毅凍えして碓威07方々のた9,に頑娘ろうt ､嘗),官財たにし

ました.

穆祉横執音大し1ベ･･/トや夢イス､′卜し塘紬むつまで､ス･盲人網

品や　手足C,弄自由rS方o)T-tめの糊､札の化施州史ってi,これf

i敵jtJあえろ｣糊等.整容に揃っ7,弟′J ､しンタ/しそいたしますe

無為.豪族わ＼らC'相錬i,受付,T tあ′ト支部で柵でチTl-い令J=

-2.-



つLlてl手.本邸tの轟虜の祭ロ′こもrdC,Iますo'で､軌経l=孝瀬叶へ

でうぢ･-･､､ ｡

嗣汁Lt4V用将帥字すJ･( ､病幌で車絹冊d)畢{知, r=℃掌っ

て和れた方々.伸碑酎んカ､ら廟いたも､軸病連C'会員以外の方

の紡駒鳥i,稚く､毎日えかTS′lの忙しさでL福祉横路d,利開弟i綿

々lこ増えて9,Jます.

福磯路の売上鏑lて応LIt ､文部へ敷金が入′ほ可｡

ニ0,還元軌1 ･支那C,尊貴rf-Bナ礎象Y,Ti11才1ので､皆様0,ブ悌

1]もあ願いいTtし手す｡

孝卿t+耳Gruo碕-瑚4-時的(畑帥甲像Z酌で_ ●
日蕗.祝臥1イオガ)媒夢が交替七､ j癌d)t勿′r手す｡

二二､f ･皆さLvの車卿柏やb　一夜.足を11ユんで3T手せん

11＼｡升繕うして勿′l字句　o



財団法人北海劫推弗連十勝鞠事務所1

丞鐘阿品､福祉橡藩のツヨールーム　ふれあい希克

-の射｣用状5札　-

(利用件数)

書き間 亰Hｶﾒ�

日月 ��r�午 

tZjl �#��I2 

J月 滅｢�7 

2月 姪��日 

令計 田��3年 

(相談)

愈刺嗣13.ショールーム昆尊､褐社棟乱介護阿品の蝕入･

医嵐連射=画する桝製.部会7..の滝用Td-とが主です｡

●
し最工状,兄)

金級(頼ell) 

日月 鼎咼3s��冷�

l之月 鼎R�#�W阯��

t月 這�ﾂ���冷�

2月 免�ﾃC��冷�

合計 ��姪E�c�X冷�



○　昨年､ 12月28日だっr=ヒ軌1寺す｡

爽無.あきいを鹿激し､不馴れの土地

で･轟虎の塵状l=囲リラした｡

た舌r=舌､芽を町の金で頂Llた支弥良

の名刺を頼りに車結した所. ,*うL,ラ
･17の`如吐の考が､ていか)に免じて頂き舌LT:I_

鍋島の上､折り返しみ亀砧を頂き.指荒された鼻腔へ行予言して
一品年末を威し､ホ･ント-亀つき召しT=.

その由の適切rJ也鳳こ感謝L,.ヒりあえす御｣を申し上げ召す. ●

ありがとうございうした｡　　　　　　(あ帰リJリ)

'HMH H'●'●■''-

】

言辞諸孟夏警真峯i,学祭警評の妻
:･いう日うTJ裾野にヱ刺嗣下でし).
;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

JLltrtItltI+OL+JMtlrl4Itlr14++I+HJltHthPtfl HfJM>/

○　鼻頚所の営背痛向を長(してI5しい.

〇　着額ず日立r=TJL1.

0　争覇所ですぐに商品を受け取りr=い｡

～5-
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こ警慧誓讐竺
-教生十勝地方腎を会　佐藤武夫-

+牌地方腎友全会員･壕本義産着(30オ)がめでたく細島敏し

孟しT=.

.翳L漂如月鋼船鵬倒し元気で醜
市長菟一紙で･洩析島名ヒして通暁しているときl二･名護坤

さんとして勤務していr=療育･てるみさんとの出合いが､鴨まっ

たのです.

二人の^Sか致し昨年6月17日･吉日に錨地ヒあい'dり､祝賀

の客が盛大に行われました｡

彼の通軌3.月水金ヒ池3臥年後の蔀4･路臥速射をL/てい

ます｡

壕本名lさ.鼻別町十住.野菜加佐農家として･五大な知作で､

●秋娘の鵬嫡名で･重畳の劇1日でも･彼の一塊命･姉
に払糾すていも賓は逸粁島名ヒしてのお手本でLJう｡

洩柿が馴1ヒき.時間の軒寸刀､ぎL) ･臥こL3･畑作に積を缶LJ､

畑作が賂*)もと､冬靭蘭に塙･自宅から新路町へ70伽t,ある喫糸

島へヒ勤d)ているのです.

疲本名ta･逸材愚老ヒして･身体に打ち勝ち･沓通の人ヒ変わ

らない生治が鉱泉も尋lこ､私たちtJ､敷島L=負け馴1社会復帰t=

～6-



頒張っていきたいt/のです.

前臥磯節紙に紹介tTj丸まLr=彼.i.早成元年. 8月2rら9月に

かけて･東北･駅東壱乱こIヾイクで一人頻行する元気,a-壕本名で

す｡

彼の･象薮鵡戒は･あ父さん･あ争さん.奥でんと守られT=､

てるみさん.義彦名の年人象薮です｡

今年3月に-31義彦名ヒ･てるみつんとの閣lこ.可叡1歳ちゃ

んが､髄生する予定です.

一段ヒ版や桝こ明るい･よし1象亀になることでLJう.

r　-

7

●



≡≡書各軸金銅油壷翰政義監｡観亀…三

/y山本加古〝

j呈.'壬7Bス警卜芸誓.し雷?交流払拭見硝わて目名の畑

2年度07通勤内容細部の髄し合い等で.あヒl才鯛をつつき甘がら､

楽しい一曲を過し舌した｡

7別lB　単騎　6名の出席届にて食事を共にしながらJj>人教fdhI)の

親睦会だったと軌1舌す｡

10別tE)番傘　2名の保健婦さんにご協力互頂き.食顔の傑錘婦さ

んを交えての交浪合を蒋ウニとができ舌した.

15名の金員ヒ共に姑し令-tl.軌二名いうマには.ドクターには盲真也
fH1船尋でe,飴し合ってLlr=みたいで.舌ブl言成果があ-'たので

l言ヒ思ってありきす｡

鯵則2B紬ILAの細身ごて､夷年会去最わての食如ゲ~ム
薯を､ 2.3行い楽しい一曲を過しさしT=｡

2年度の強勤ヒしてう月にもう一度食事を共にしながら｢ミニ慮りJ

2号を参考にしなびろ､次年度へもけたいと鞄いきす｡

全員の中lニtさ争趣味の方がいまして､今回の｢ミニ便り｣にld似顔

&t金員の宮林左細介下さるそうで･ユニITクを足りになりそうです

今年度t36名の会声が体軸をくす-し再入晩､硬度まだ一人入鹿中で.

不狼+3年であっ7:=ので.次年産l古顔入暁の方が飢1卑であって1才L tl

と念じてありきす｡

～8-



/グ三宅水島芙3-4

-帯広ブロックより昨引年間の東風ヒして-

5月日日　北海蒐支部虎雄会恥札嘆の難病セt'ターぞ行TdLわれ

舌LT=. (塵席.針路､私憤を1つにする)

希定t'7'ロックの-つになり舌した.

●

(0月14日　報28回.全国耗令が.札懐の軒別億で蹄かれ全盛､

訂支部L射30035が集い寺LT:I.

その中で.患者の萌えとして.希えのけ内さんが､ ｢/i:

施産と脚う日々Jと為して莞竜王dt召した.

午後からl舌.心臓病促の厚東､尊疲生島､頻魂.層社寺

で. tg)つの食料全び肉甘･れ患者や象額o)熱い毘LIが､

金7軌勺にあう､ht'Tいきレた｡

窃　十鹿で胤舌だ舌Tどこ加からですが､ fjくの免事象につづき,

今年こそL召Jルプつでe/･島名や最後純･お互いを朗●
し､財1食うため.女流を節目1たらと取ってLl召す.

会葬の告境のご協21をJうしくみ鳳)教し召す｡

(昨年ta.市丸で交流会I朴†'Jくて､ 3''メレナTJイ′ly )

蛋=//堅姦
～q～



ノJ､地金希五各会
〟適う盈裁'510

ノト婚会席広分合では.一年向いちいちや｢てい育す.

5月の例会で鱒きり､ 7月の親ぼく合13･動物凱ヱ行｢てき召

した.

8月の放射免生のリ1Lム､東波娼尊.ヱ7ktごlま･保身うんや､

●　嘗液の免生息が. 3伴亀ヒーaLこなって､勉醸していただき.

ありがとうごrいきレrC.

IO月. ,i:I-リング大会､ El項漫由ネ足のわ孝でん渡の珍フQL,
-の娩出にl才大笑いの大ノ会でL LrC･

日月泉にL3. -足早いクリスマス会で寸が･叶)級で作7た

かざり互付けた大きいツリーが缶束上り･クリスマスソングI=

の7て踊る言放ii,の晋は碕血やかなtJのかあり舌す｡

LD､レながら.会員の年今差zFT:-=んだんTLZF') ､金金､レフ

レーション等にt/､壱噂が血もなどの向濁点Jd･いういうあり

●ヨ守れ前向きに明るく過ごして行きr=いと削1ヨす｡

～ 9,- (-勧抑WLbP'b･きワベ現とし封)



〟加藤畠3工/y

食卓の畠積あ元気ですれ

今年La峻別1年でか)音した肌年が明けてから大雪が降-,たりで

大変ですが.お体など(=気をつL7て下でLl.

あまり行皐をあこ守っていきいのですが､ 1月l=4豪族で､会の良

き相執こ象って下さる整形外封の先生.門司免射こ会いl二､九慢舌で

桁って来ました.

病虎とちかて廠白兎の軌赤心,ターL=来ていただいて.ふだL,.+

聞けTJLにとまで粕執=象っていただき舌しr=｡

してt良い-E]でLT=｡

歯　3月31B･難島t:i,9-に了.二分育稚銭金胡あり音す.
tf-tI缶沸して下でい.0

歯既妄程等幣と蔑讐冒苧言当.1･

その他こも.十席地方官友倉､肝炎友の会､てんかん協会､ぺ一

斗ェット島､ ()ウマ今､　　^･-キL,ソL,轟､ぁすfJう金､

筋魚刀轟､後紋靭帯削ヒ産､青嵐卜肱喪鹿轟､の合での.さきで､

吉甘味現の中での､連発甘為由がさかてい子す｡

これからe,･各部会ヒの盈給をヒリ食し)､寺T=金の7=JLlか?L才､

女泉仝尊で･勝報交換しながら･ Jリ3日病名合議由ができ亨す

ごとも亀､ていラマ｡

～ 10　～



J P C　全国大会r<　参カロ　し　て

沓　原　典朗

全国交流会90が､.神P帝しあわ也村の研修館で//局/7 ･ /8E,の痢

E]桐唆されました｡

勅細分の南天･イ欄も養え､果たして抵o'ようr+一大きな倉告

に出席･参卯出氷るだろうかY,いう不安℃.一面t=わいて種々C,難

､今由命のかかえている悩みや賓望.例題各軍/VL

でも視野苦FLLO'､雌域の方々℃栗l--手首取′16い､明るく生きて行

者たし化いう思いかL3.勧ロさせていただききしr--

いろいろyl棚嘘下さいtL,T= ､鰍戯象C,留挽く厚く御

礼申し上げます｡

/ /月′bE梓崩//時財界千慮発･犬御子さ動祁邑lこて大飯を盛轟

三o)宜も絶てLG)わせ柵く入'Jました｡

外観0,建劇舶見て毛　翼画風調がらみで･いか1くも平和碗

+rR毛讐缶丁'.

ぅに絡じれr(がヰlこ入るt港弟吏捗の細L,I嫡えらか･車イ

女-イ†瀕為o)方々i,容軌こうくらくY,通過出来ろ疎く工夫されて瀦

･はした｡　又､,)'tビ′順C)棟鼻毛はじd) ､そC)他称直廃

槻県が配列されてわIl注目されました｡

一歩州⊂出仙プ乾生yl免こ､日本式飽如ヾ5,,I FL^六TJ=面席の中に

州0,せせうぎ畑ニk, ､山.如呑･笈宗･巨木等もつまく配直

して5),I ､広肇掛の藷顔も民らかめ中で､乳濁東館を-壊(オ

-′しドJ a)男すわで互いJ=相子o)身もい1T=わ'lつフ射ろ'化lか

-･コ1-

+a



Tt風景が見られます｡

嶋熱くろんな行勤官民て質内に帰って免れで､イ棚番熟まじ

め全回の緩襲さんが･午検よ,]明ElLくPV†て使うe僻f糊の轡密葬

傭動く追われて抑I ､碓元の榔･兵庫県藍｡皆さivLlじ的､全

国の柁鼻o)方々は大食T:Jご老労音されている事も孜97て,6じました｡

全国大会C'円執くつt･ては､TPc (日本賂鬼･家族田棚魂会I

a)作問No28 1こき戦乱=摺赦されて劾Iはすので

きます｡　是非ご絹統7:さい( /都300円.年r67/JvoFq)　-

2-日軌こわr;ろ全回交流会i産金裡I=無事終わ,I 3したが､各分

離会t,も軸が足,)ないT<の､充分ri貴兄発羨iできず､抑こ稚魚

であっr;i,@～-lいきす.

私も儀b豚舎(:夢己産され.仰険難灸させていただく碗壕も曙ま

したが.時男感嘆もされた姥晶系郁子先生.禿和解山県鰯o)柿

正典氏名出席され.発表弟の方々o)メモ電熱ピー(徹られ.者隻Ti即

菖毛賜わ/ほした｡

孝い7iJ射線相加釦翫く終了､払個原綿会も馨●

いあう何時も句風衆が見られ頼れい俄′けした｡

適中･岬榔病状下の柑o)方々､見知り合しIqTiLIjT々o)

劾＼日手引軌アして下さった.

顔l( ､止8)Y;YfくttJる魂も拭ぐいっ70)新手でし1t 〟

繍-J出家1tl可が以上甲し上Lf物軸巷も殊します｡

～t2-

･舶させてtW,I+



F人向として生き5ことの尊厳』左

テーマに･･･

《名嶺者尻t:●さナJLja敦報境港

心臓病児者部会　　竹内　淑子

1月25日､帯広高等着譲学院のl学年にテーマはr人間として　生きること

の尊厳｣ ､産のみで考えると頭がバ二･'クを起こしそうなゼミナールを昨年に続

●き､ 2度目の依酢･患者サイドの体験談を話して欲しいとのこと･
病歴は2 0年におよび､入退院の繰り返しの上､確実な治療法も未だに見つか

らず､病院のスタッフとも暗中模索中の私の題しが役に立つだろうか･ -　昨

年と同様に今年も悩む.

耕浜当日､体調は良いとは言えなかったので､ 1 00分間無事に話し終えれるよ

うに祈りました. □渇ひどく水を飲み飲み話しをする.未来の看護婦達の瞳は弾

いていた.

主に'87年から札幌の病院に1年8ケ月間入院していた時の生活の体巌鼓を

話す.長い闘病生活を送るには肉体面のキュアよりも精神面のケアが大きいこと

を帯り､私は,病院だけが治療の場ではなく､生きる為に_人間らしく生きられ

●るように患者と医舶脚共に話し合いながら歩めるよう.また､患者会洲を

通じて人とのつながり,ボランティア活動などの必要性を話しました.

講浜を終えて数日後,学生さんから感想文が送られてきました.その中にr障

害を持った人達を同情の目で見ること無く､生きる喜びとは何かを感じ､苦しみ

や辛さを受け入れて関わっていき､多くの人から学んでいきます｣と書かれてい

ました. 2-3年後には立派な看護婦として働いていることでLJ=う.

私のお話が生の患者の声として少しでもお役に立てたならは､幸いです･そし

てもっと多くの患者さんの声を聞いて欲しいものです.

～13-



o lq引. 2.16(土)へ2.〟(日)

o　美瑛町白金観光ホテル　にて

o　美疲美都(JO名).旭日は部(15名).北見支部(5名)

書更妻部年債会(3名) ,十勝真部(ワ名)

漁師　本部(伊藤専務局長).巳歳旭叫病疫(大坂rlSW)

美頭保健所( LL腐保健婦) ′以上4ま名の参bD.

●

帯広.315日夕孝から雪が俸り､矧)そうです｡

l月f8日の大雪の皐が為ったので化配です｡

初.起き5と頒-'ていました｡でt,/マスは舟阿見り発車.

旭Lul=届くと滴り細の亀郎ん肌お地え(=来ていれた｡ ●

7t;テルの/でス(=て.美換白金ホテルへ｡ J4.:05到農.

さ.'そく研修会､太当盲って産れて毒す｡

日東7blり轟晩の大阪ソーC'セルワーカーによる譲演.

医療ソーシャルワークとtま.とういう古のなのか.歴史.白め､

その藷勤内容.その他.詳しくソーシャJL/7-a-の宛名への凌財

の数々を向くことが出来舌Lrl.

由童患者L=ヒ7て. r=のt,し<.大切fJ去仕皐をモ･れてい5こと

が良(か)･もっと名鼻虎にり一刀-が増えることを斬ります.

～14･-



引き放き. I6時20分からLd.北薄地鼻鹿停政孝秀局長の線演･

+-ムち作り.･鼻返L)の:さtt寿.起し方､立たせ方など､棄しく

吏横をしました｡疲れが悟<L机て来きしT=｡

18時からL3懲親会｡

盛りだくさんのごちそうと.あ適で.くつろいだ後.伊藤孝男局

長が､ゲームのいういう､身体が才･自由で･e,出来5ゲーム笥ビ乙

敏方こ下ミリ､とてe,鼻毛に甘り音した.

Q&同じ動作邑するゲーム

藤田さん(職舞病)が壮軒｡倖藤さんのいくつ71､の動作と耐じ

舌わをし舌した､次IaC｣ル皇一員飲み.ニatJ才十勝童蔀の､

得鳥ヒする分野､グイブイと伊藤モんと同じく･みごヒフリア
し舌した｡しかし仲島さんのロの中に1才ビールびあったのです.

そのビール1古コ､ソフへと東リ舌LT:=が､鹿田さんのヒール(7胃

の中でした｡ (それl言甘いふ呼最でん.I-)

珊珍で尊んだこヒL舌･帰え-'了から後習守ることが大切です｡

真面目甘十賭支軸です｡

ビールl舌もっT:=いTsいので.舌すL3火‥.

●　しかL,･これla･走村ケン机傍線さんlこしひ出来舌せん･'/

各　軸けゲーム
oチ竜の亡も毛管と71､7に斡吉

l言ブしき可.

o鼻イスの方T.t'取れ号す(t汁)

み'Jモんl卵文机すすかマ

○取5ことが出来たか∂婁帝卓
識軒舌で=･一息終了でLl｡



その他. T:=くミんの棄し(け｣ム､女泉Ttt.わきあいあ日で.お

宅畠が13す■みました｡

交流会から東リ.私はあ風呂に入り轟T=のですが.同室の2人に

迷惑をか7号した｡

グース刀往複だ-'たそうです.あゆもし下でい.

多2,日日の研修塙.伊藤r=てあ教務局長による観衆.艶弟何題､

和食保噂の向巻.市町村での福祉のあり方､そして｢島名.毅東
の作J)う.温めろ｣のお書きしぴあり舌した｡

医裏の主人公l∂島名であることや.亀名､象飯が生きていくたd)

に他事宮古のがかナてHうとき､あざ習う協刀を寸5の不足着金

であること､をと.卑くの卓を考,3てことがで寺号した.

この手引き書ra.何尭i,轟も皐で由令息の通勤を良<i.き5言う
一人一人が理解し､笥カレなけ机JaLとRtいきした.

2日向の研修を.これからの十虜の島名金波由に役立てられる後

にと患い音した｡

美東支部の壊乱嶺師のうマ､各妾部の皆鹿に太秦あせ執こ'3リ●
良い研修を添えることができ舌した.牽しかったです.

～16-



.･rフラC'スぺッ根元全知報巷

この度.はじめて.裾社凍夢のあっtfん事業を壕漉してあリ

ラ可. 7ラC,スべ､ントメディカル11-ビス社のご鼻元にきり､

展元倉に参カDこttていr=だききLrC｡

難病連の招待状をご持参の寺が､ i/しあ凱1上げいT:=だけ机

ば支部の留金ヒごttていr=だLlるというbのです.

●　細臥招緒状(兎虜の方o)盲絶品代)を支部細入して､

配布するT= G).還元金で.招絡状代が妻払えるT:-:ううZT.-

み買い上LlLIr=だけ5奉れ1るT:-=ううZ?､‥...少rdm部数で.

いかに突徳を上げられるT:-:ううzl､‥..ヒ､ネ督rdh見椅ヒ､舞港

がかqらIfdいようにという､フラC,スペット私､本部のZl配鬼

にあきえr才がらの取り軸みでL'T:こ.

数日前より招侍為のリストアップ､ 4-5E揃に配布､前日

に･3.再度あ知うt､来場のおごやLトなどをL,舌した｡

当El. 2月2l､ 22日を迦i,.臥)むようfJLl･支部への濃元

●篭昆冨這宣誓妄言三三.L完遠締れ,粗銅の級

知人､たくでんの方マにご協力を頂き舌した.

展示会にJ言.ベット､羽禰臥時計. 77tワリ-､象具.

八､ック.さもの､毛虎fJビ､すIgらしL日払マがそういL満足の

いく年か才サリです.

良い物をt_､ 3.予草してし＼る竜があ也( l=いらっしゃいヨし

たら.来年2月の展示会をご制御下でもよう.お声をひウマ･

いただtったらと軌ほう｡

(毘見)

～17-



吏　準腐食 .7.　　　.T.　　　.T.

音　更準備会　の　一　年

音更準備食　事矛茶筒長　穀　内　さ　かえ

軸食Lして発足してから､一年が過ぎました｡

軸病疫の-;5軌巾く､触lこ蕗じらかろよう締って､カ.火の車計りご

i(ですが.行動官してざまLT?I Q

漂誓言; 7 181云芸芸?妄農芸慧㌫言是呈筑●
病激励ヾ泉団の一興Y,して園舎線上lこ行き個食醸象の方々lて

軸病J=蕃しむ私渡の､生C)声名届けてぎ5L,た｡

b用Iくけ､北海舶e)岬藤事務局名招し､て､r港弟食℃ほ.

愚弟蓮如tl絹針･､ ■ l,,ついてのあ蕗麟朝剛産. 7月t=tl柑免

で07鰯蕗為･碑留鳥Y,蘇練C)全速集合に幼魚食Y,して取′L組〟 ～

鶴9,1バスで一->B二日の淡色してぎ手し1t.

9月Lニt+ ､町社食福祉大金C)東伯を喚会Lニ珍即させて傾ぎ.イ磯

煮泉や.JPC易も連動ー本桐品バザーモ通じてふく町民o)方々

にも一触病や難病連も77cO一′しする成合t^帰る車hヾでき手した｡

讐還1;;完三去忘.Ii I.誓冨fT.芸諾謹告諾憲左…｡ ●
ん乾も紡倒しT-_/ト花火.メ飾,I d,敗免や_TP (′為免集d).Hも鉄

山暴虐叶Y,01つriが'1号i, ,てさきLrC ｡

又.年々あろ祉金華魂(fT一スT7-力- ･十賭真砂.ポうンティ

了･根常′い協会等)も諺軌で･trていT･_ださ_ニ二手七何tr,､之掛為

名号細線させるニtがでざまLTt.

ノ和算右手ft,yLずっですが梁し3+Tiがら､スいろivT脚数も終ら

れる3:うTf,%素食も､皆さんもねこ作っひき1:-/いt浄し,手す｡

～Jg～



享薫二章一==皐務局　よ　り

珍 Llサ/ワ/L/〈ザ一触･ご葛付　いたJr-:ききした一　一b一一一一一p-

●
多国会議頼易免･落金　で脇机､TI-/仁tききした

LLl田林衆(フ呼)頭

声チ′レ7.,lテJ　絹

恥大網瞥是梯

十勝毎詔態佃署弟撒

⑳鼻戯拓き見違させ7:い1,-lr-:･いて卦′lます

帝FL.1紹叶

秋山　様

出碧磯子錦

糾iL#雷後藤

御-周綿

十勝光田農協梯　あ茶の′3､じ【ショヤC･ンワ池ン7-いち手ろ店)棉

歓(スや′ワ八､-)路　千綿勤覇素直頼め金線　大里マー巾′ト梯

●痛)二℃′了こき　7線　帝石市民壊協綿面高　額
かゼ(契茶店)棉　帯広市民蟹磁化　伝　線

尋抑q'風紋L-/57TT-/,1あ祝しl乞いたTござよし1T:

拡疎値一緒　折々棚番年柿　7ランスペヤトメデ)171岬一ビス杜梯

1ヒ海遠視単座巷′),tビ′)7-ション協会緒　丁丹勧直通･理事長梯

三tEtf11割慮戸喉韓　帝rL^保健仰孝　芽的Bl葬健戸桶　紳晃商会畑

広尾確健叫頑　肝炎の愈･権藤相　Lhトウし球)帯広支店頒

布HLA直島顧弟　十路医師貧相　儀一病虎藤　塚木骨漣赫

蘇/rがylうござ-Llました一一且一一一1

～ I?∫-
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●ビーズマットのご使用例

しっL+ニLrSノ便利咋阜915ミ
あ′j手す｡

丸めてカカトのTL=

ビーズマットA型

SB381100　3,抑円

く仕　付〉　サイズこ約65×50亡¶

素　材:柵35%､ポリエステル65%

中　身:ポリスチレン100%

カラー:ブルー

ピースソフトマット1023
6J388lSI　8.200円

く仕　tL)サイズ:67×54cm

兼　材:ポリエステルと脚

冨ラ空…芸:',誓r;,e=ズ　●

6川0510　S 1,200円

68330520　N 1.5tXI円

Bl318530　し1.8m円

くtt fI)

サイズ: S/全&45×金高約5ch M/全^55×全ホ約6cLB L/全Jt

約65×全高7cp　特大/全A87×全ホ8crD

素　材:Ol地/ナイロンパイル100%　中身/ポリスチレンIOO%

お肌の汚れふき

ウェットクリーン

●J:もぎエキスE合の

)1浄液をしみ込ませ

たrおuLの汚れふき.L｡

袋から出してさっと

使えます.

6m一m 780円(30包入り)

E訊
__丁-　　`~~' I_

栓まわし/木製R-5170
●十字型の栓をはめ込んで､カン

●スプーンホルダー

●スプーンやフォークをd斗r:仕え

るaL肌用Jtです｡

4 1脱nIIE早です｡

●スタンダードタイプです｡

R-4724(大人剛　-- 1.500円

R-4721仔供用) - I,500円

-20-

クラスホルダーR-47Ⅶ
+コップを姓ることので壱ない万に｡

手を壬し込んで使用できます｡
●藤井マヒの方にも便利です｡

…, I,700円

●

℃いうアイディア晶

tI(た一くさしあるヲ



.Qあ知らtI

●

+Cn●しニー一つ● ⊂二　｢　● ⊂===:=:⊃ ● i_　　　J

車軸舶ギフ脚-嬉亙萄紅巴ヨ『璽l

=≧=≧==　ご*JJ田下こいoO.OJ?

*入進学tレズC/となりきしr=. (柵観,節B.醜光明

*豊島宮品々を､軌別個格であ届けしヨす

*あ買上)万円以上1言･配速無粁ごす

■益金の一郎が寄付され法あ賓金として糾同寸九号寸
.14lJHJ.Ll-....I.-●J-■■-●..●●ltヽいり■.-､-､■●●●●●t●....-.4■■d

.i...書聖?"I ｡.希望の方は専務升舌?･ i

'/V･あ待ちしてしほす･0.

希え市政5条南J3TEL･ TEL 23-6602(裡当荒尾)

≒三三三:==-i_:_;:;去義幸協総員.竺:‥

曽芸矧三選oi誓言.1･2分鳶苧慕撃慧詣ク謂

十--所､ --の11#･周顎○

事新皇帝韻し､今くの方々との出会tlの中で､島名､

豪頻の現東を･ nLで感じて日吉す｡徹刀でt言ありううか･

楯一杯の為勤互と足ってtほす｡

まだヨだネノ慣れですが･年寄所何首.ヒL=ひ(明るく､

元気です･いつでi,気軽にみ立ち寄･)下さt).

I_@胡･'に,dT,触,J･Uワ鮎の′Y.y7,鴫〝...

～21-



ド

書籍の劫ロらと

りウマ4厳重(¥/.o/o)

勝島教室(羊/.a/0)

o生逮保譲与帳(¥2.000)

o直義祐社相談かイド(i/2.3do)

o身払療膏鴇定蔓草(羊//･4LOO )

o療尊卑金と幹碑名(羊つ30)

o患者漫動にみかれて( fSlDO)

圃ii
o輝きL3fglr=いて(Y/,200)

oゆとりの克綾(y銭900)

0,i:ムJ7-7百村( ¥3.800)

o敷島J払渡( ‡4L,94LLi)

o敷島卓輿(才3. 5-00)

o愚老.象薮金のつくり竜

と濃め右　(¥/,占oe)

o私のスウェーデンか･いき(辛/.44LZ) oゼの他

十虜寺部で叔-'Tありヨ1. TEL 23-6602 %rt
ヒ｣で卦P

敷島連十席支部阜溜所

舵市%5L禦E3,7258- 6602

月～告諸.loos:葺雛雷

巳祝日､休み

HSK　なんれん払時号

■暮人/朋陣人北海道難病違和たて歩　昭和48年1月13日集三脚蜘定可

札IE78中央g74 4集古1CTEl　℡D111512-3233
1991年3月10日克行HSlく通巻227号(毎月1回10日先行)

jX十EHHB　　　　　　　　　　　発行人　北海ユ身体Ft青書EZl休定期刊行鵬金柑が
江　E) gt生刃　　0155-23-6602　　　　　　　　　札塊市北区北13集西1 TEl
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