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- JPC国会鵠商量S･朝漣動静5 -

昨年JO月l白から､ iJl月に

わたり棄施し舌したJPC (日本

愚老象社団体協議会)包含請願

岩も･着金浬軌こ∫す､争くの宅

蔵からあたたかいご協刀きいた

だきJuJリ月くみ礼申し上げ

ます.

あ奪tiいただききした易名･

募金Ja克く医廉や福祉Q)友愛､

液大をk)J■しての理知のたb)に

覆丑r=ttていただきます｡

また･ 6月L5日の盛会言責凝行

あに'計違反代表とし7十頗支部

からb多孔大き'd城栗に-)rd-

ぴあことも凝ってい∋す.

(泉尾)

～Ⅰ～

噂奮名の臼Itふれか成増

リワイフル/†サ■-へ勧D

毎年t障春名の別=符訂われ

てLlも"ふれあい友虜"が日月●

22日(El)･ブリ- ↓7ラヴにおい

て行なわれました｡ 3回目のリ

TTイウ/レ/(グーへの参08と,Jリ

aした.

今軌ヨ不用品魚収の叶ぴかり

が･おくれたため品渦の集うり

訳悪く･売り上げ郡前年の半分
I3ヒIこな'てしきいました.

しかL/L今回13JF､入口の

t･甘リLl福祉横濃度東食場を.

確保していT=ださ､沢LLのかこ

見ていr=だくことが.でききしrL.

矧三･暴虎内俵･施設#1線､

在宅介護を'd7っている方,dhと

に感化をe,つていただき､熱U

に乳ていたようです.一顧の方

LIE,このような催しを&,と知

ってfJらレ1.求心の着物Dし

ていただJTたらと軌はす.

(ノト野間)
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lM3旬日司23日Ct)I 24日(ET)I

北海遭難島センターLこて仝嵐覆

買凝頻食が行われヨレた｡
○有朋を①

● ｢観八法の改正について｣

井油並足諮福祉部　痔曹祐毛牌JiJ

｢コp-ルドフうシ0)具体的内各ヒ鮎むしJ

北海産任鬼福祉音戸鳥齢たわ亀を3リ

○都偵②
｢衝珪行政為動ヒ埼雪暁蜘鞍人格和

光主5鼻緒呼浸虎部傭好守P5簸Jソ

○耕修③
｢ /分背姶(71LL-7満了tTプtJ,ヨン) ｣

Tマリt:姐馳20卵塊丸塊ク

●　斗:20-9:00号での榊家③la.

ちつのノ全身=ノ分れ舌レT{.丸13

第4-会場.件名如ロです,白EJ

鮪介や私鼻息･砂金､実年iiの

他いちいちTJ-亀免を鵠レ食い甘

びらタ食です. T:-～(こんのこと

びよされ.大変長い竜レ令いて

晴ZgTかr= ･) 'd-かフTT C)が魂食で

した,夜の交流食む牽レひった

で勺.

○珊琴㊨ (券2日日)

｢禰祉ノ＼法改正ヒ簸る盈勤に

ついて-為恕/じま7JトトかBJ

北海見離鼻息ノダ蹄痕Jリ

町村行政言同色報告書に基ブL)

ての梓最皐繋局長zTLらの経机

iの中にL3.身体梼書名福祉

法.見入福祉法等のtlわゆる｢

福祉ハ法｣かく改正で爪朋l句t

月J日から朋3句LL月L白にか

け殖行されるヱヒl='d-リー書pJa

すでに貴報されていること｡

ヨた,今舌で邪見弟県展ZL'政

令郡市と都蜘県の指尊の-Fに

市(轟祉争覇啓)ヒ甘,ていた

るの乙､市町荊皇費殖主体とす

うことLITeJh T=こと.

こLhらの福祉の覚葡zf町抑=

塵つれることlコ､福祉Z>JJリ
ー膚住民に身血l='Jlるbのと､

基本的1-Jヨ琴爪でlヨあうZF国民

や地ろ白三台体からの遜リL不り

CJ 5 i)の7!･Lヨ'cJ,<. -う軌二

回からの髄藻の奄亘で訝ること

や､町村によう福祉に如勺もfLVu.

我や財政にJつて冶鼻zK生じか

ぬ甘いこと.福祉部｢の人材確

保が困軸でlヨTJ-しけTJ化.今回
･-2-



の改正Dilヒのよう''dh状況に5)り

と-のcrう'dt課題を生してい5の

71､を明らかに可るT=d)の珊畳を

JL速見乾高見7L.棄権L/.芽とblら

dLた範告書です｡長銀L:la､各

糾Blこ対する町村の町ノ組みの

力句や予算廟Ja.町村の人口と

laIbすレb一致レていTd･いこと

･ギして何Jリ台観にれ苑す

う理研に確差zx為足してLlるニ

ヒzx彪LPら止した､とヨヒめられ

てい音レた｡

ll-3h3と勉鼓しT=内7.地裁

の洩重力の亀署伯をi,Du濁し､勉磯

の拡大.簸化と何重L=b丸尾最

名｡酸い動Uを埼って行政に訴

えていかな17山_Jg'い17甘いと把

い召しT:こ｡

(.城田)

野簡汐闇闇簡野笥穆7簡軒

並兎支部覆員胡修金
穴　47Jl路に7　-～

簡移′岡野闇闇簡穆7簡噂7闇

五5 J月知日引白Il7L勧路にて

復員榊を仝zB･行われラした｡

十虜支部Jリ4名多才DL,召し

た｡周借金o)名のia/り中晩の頒●

いあ絶.鹿魅ヒの軌1でした.
jfの中でb_寮しい都修ba)

')召した.鹿蔑みbLう7イス･

です｡普段THニケ､甘く知ってい

5よう'd-皐でも.いlJ文章に甘

'て叔_われると_ 1777ヱ血lヨ

とうだ,TTかむR‥､と.し･3-L,

薦えること郡たくごん読リラし

た｡でt)やE3リ都路全の尭しみ

3･;†孟完孟芸.主君票訂
少?です,).各支部の為勧内容

や間選定'-Jt'zf少レ7:-i)a)か5

4la諸動のLて-とてbf凱こ立フ

ヒ思い舌レた.
Ie.Jコここで.健康おbL/ちフ

ィズをL,うL,Jう｡

Ql.普通の人が奥歯で物を噛む

か3伺キログラム?

①50時　②100時⑤150時
～3-



Q2.戚紬陀71･l Bに済脅す5エ

ネIL,キー137

のIF50祁m･)-②250 ･ ③∋占o･

Q3.罰菜Lヨl日何グうムヒさの

び習召しLlか?

のloD3　②2009　③ヲ009

●　3iTJ'こん.∂全問正和でLr=れ

答えLす　PJO下です.

(刀□展)

●歯車癖車重牽
I.;:. 7ラ↓スペット総合

展示会ご招椅会をDD

十十■` 11･Y':A:`一丁L'T:.ド

@

(･: : ILt:,i:: :

固It13回Bです.

展示会場の商品L3､ベット

羽も布臥リCL,7-I.藤並品､

ヅユータン､宝飾品.癖封t ZI

vミヤ.も度.レザー. 71~

マIレウェ了.ハントJ(ッフ･呉

.脂.客です.

各かDす5Lこあたつての艶明食

tlJ言. Z70鹿.成田がih鼻しヨレ

氏. 150部のバL,7レット(描

和仏. /la員-?れそれた人知人

に配布.

私上325'日lこ.あ友息う人ヒ行

き､ 77tワリ-'dtt:El乞ミラ

1うでtL,cJlがら.いうt13ヒ乱

さした｡草月絶見TTJ,t友息に買

ていTtだくこヒ芥でさ7Ttッヒ

一転です.

沈臥取り組み互マる掛31

金員の宅破bピt^'Jうん下こう

よう　こLt協刀あノ敵いレ召す｡

(ノ残田)

甘93年2月24日, 2引ヨに希え

市鹿合体卵管でJjこrdLh九た

7ランスベット競合最斤､会に象

かロL/ヨした.

艶高度丁場支部での如ロlコ今
～1-



粛疲れきま-/

パーミ↓ソ↓轟友の会

十倦ブロック準備会

ミ:憑.撃
満戚準備金

漁顎品票

(満成準備会･女流仝弟1回～

弟4回突私LLJ&宅にて筒底)
〇第l回(朋2卑Il月[4.El)ら免

≪恕戒に向rl了の主岳≫

ノ7-1シソ↓易患着､豪萩の

交流を計り､ノて-ミ↓ソン轟に

射し17の膚報交換の虜とす5為

L=､是非十勝に正式な会をつく

りたい｡

JBL/･あせらす､磯郡熟す5

竜で･何度か集まりを椅ち､人

の輪を友ザていく与､十魔管内

に特定森泉唾絵名証の交付を受

けてい5人朋人に対して.友

の会マ熟a､ 35名足うす'なので

･兼DD人の方渡へのあ軌は嶺

砲的l=行77いきたい､又､塵

～.ri～

地域部会情報

鹿名証の交付に至らない聴産の

方遷′とも女流を図りたい｡

○寛2回(朋2卑l胡旭日l&

初の了の豹娼Dtt6人おり､ ●

あらためて自己茄介(泉杏を合
a)て)行ったため話zF:盛リエZF.

る･壱虎でんより､お萩時の｢

覆凱｣令浬の甥起zF･,d7 a(たZF:

･余りあせらすに､徐?に人を

議7て交流を潔d)てから｢会.

の着地L=培って行く皐左裾観｡

○菟3回(朋3卑IRl柑) 7名

/il的財成金.痔曹名手懐､

書名年金､ /マスE)教割引券､

クi,-チケット及び如偶につ

いて｡医療講演会の帯克閉息に

ついて二足元号5.

密　通新の般材足り.

o券4-匡】 (lq?碑2Blq･DH5名

医療講演会についての糸週報

凱自己解介(あをヒ今日に互



3苦しみと喜びなど合d))｡

債報交傾｡友の会の組織と上

部綬員紹介ヒ通勤状況｡
了ド/(イサー､辻本敬盲でん

(市狩所福祉課)かうの抑吉｡

‥.3のように､毎月の集り

邑椅つ中でお互いの親睦も深
まり､食瀬の十席プロ･yフ席

●舘,警菅警警監禁謂芋
費苑LIT:-hL舌すのであ知らせ
し召す...

境野頑伊東静
(K十勝,Dック結成総会･屯

1日=広地区佐噺.Wlfi会耶川†… 港

三i三†柁･全匝)/ヾ-キンソン病反の会

北ilJi遺文郡

L川!il 1993咋5月30H (L])

忠遠洋3㍍主享ヲ3
会J;吉　退新ホール大会議第

･日fJi:了IJll_q 4条柵9丁[】

粥rTlT) ･北大佐':;･''7WrlJ紐F勺村数は

EIL代邦bJl. JJtJi

トマ･ rパーキンソン病の机蛾の

]北.状と将米のJlをfILl

i,iIbl的　‥会Ll外1.000F'] (会LriJLi弓削)

州tu　(Ju)北iT･5道鮒Ji]迎十勝支部

(刺)北tTLj道対帥J迎7-TTui支部

縫伐.叩)よりい･:htJi;保他所

頭静細野噴静

[_A-*･_蔽成垂垂コ

転萱_i __-I__::i=-:蓋_-ip';TTLiB:
舘村　井31-

平成41年tZf=0日､午紬個

ヲOhJリt丸福ソ八度でんにて

忘年会｡

壬でやか召がら､ 1う名の宅で

んと為罷みの食草もし､雑談し
fd-がらゲームや. i,うよりの景

品交換会をして､楽しく過しま

した.

ゲームlヨ福島さんに5つ楚作

フて果ていrcだきました｡写し

てゲーム鹿弓でやってiJらい申

し訣なく兜っていきす､ ZF:ヌ､

たよりにしています｡

いつbとL)こも')びちな私透

ですzp'.常に前も予の気埼ヒ､

明るさて'､毎日急騰し招く過し

T:こいと願ってい舌す.

12月のあわただレい申し気積

だ17). 2蹄何程の忘年会でレ

たが.る供の励こグーLに参カD

～6-



して､骨品邑もらい､明5い笑

顔がみえて､良zJ､, T=と軌1ま

す｡

二分背櫨帯広地区

DD慮　十三憩-

m3年=『23日､ tE)含産に去

いて､瀬谷世をL'召した.

5家額､目名の細があり舌

i/た｡今凋んでいる皐､ヱヨっ

てい5ことなどについて､色?
'dl詣し合い部出来舌した.

3月2旧lこla,比類温熱森泉

会議室に了､親会がありました

｡これからIa.集')をもう少し

持てr=う良いと艶,ていうす｡

孝の他･地戒の如き

～十鹿妻如事務局Jリ～

他動= Ja支部が'dM部会や少

人数の森島のカ?a.Pjく､身也

で気軽に集ヨリ左碑,たり.鹿

路を取り合え5.接合zF少'd-くな

り舌す,唇卑行っていろ｢十勝

r=東名会のTdlい島名容貌交流会

｣の中でb､ tL lalレ轟気の人ヒ

身比で集りが持てたら… ,,'白

倉の病気l=ついても,と知リた

し1 ,,Tdtとの声zh'多く出コれてい

主したが､雫のようTJJzk･於?

に大きく.ノ少L,ブフ形に,dhて●

文. /仝最の協刀や習かこJ')成

東のi)のとTJtって予言した｡

5月ヲ0日の/1-1C/ソン赤卜友

の金につブき.淀rIEaR}発伯凌

化嘉の医顔鵠演金を6月に予定

し琴錦互選d)てい召す｡

ヤ九it一山こ困難Td･叔規の中で

寸が,包令息で作')あJTること

にいも疎･. zf:あり､ヌ交流や頚/

苦言冨三言T,5=詫言.,:ヲぞ忘●
間zJ､う良い刺激や励みを薦じら

というヱヒやあL)召す｡

荒巻%,真如の中で%んできた
こと互生zl L/てい17る地戒に'ld-

九るように､これひらbどんど

ん･いちい3TdT声を盆していた

だ(7山ざIt馬いきす｡

～7-



:-二　_

(tOJノJ会員)

武藤　洋子

私たちが皆平等かというと､逢うと毘Llます｡むしろ.環鬼や健

●泉状絶寺の他のさまざまな射牛か違っていて､矧二難病という状況

は決してJA平ヒtgLlえ'clhいと監います｡

為状が毘わしくない晴など.どうして自分だけびこんもつうい私

い互しなり･れゴ'dら匂いんだううと害しむのび本宅て113rdL1でしょ

う机でレたった一つきりの自分の人生を喚し17ばか｣いてiJ､

向t,良くなりません｡状況は公平ヒ且いえなくてt/､前向きに虜え

てい〈こと71'lUの平等を得るヱヒlまできると艶います｡

誰でtJ自分の人生をより良くし,幸福に生きる権利は平等にああ

●はすですから.

①　ます向よりt)､気埼ち亀明るく.漁く､たくまレく切り替え

もヱヒ.これが一轟大切rcITのに､､､規東には,一番激しいこと

ではなし1ひと取います｡才丁ちのめされそうllJcl.った軌同じ義

気の人速との弘会いや､東門の先生の慮報があるとすいLStんと

訓ごなり毒す｡

自分たりと鞄わずL=､ほんの少レヌがんばれ5気格になれ
～R～



急のtlは苫いてLJう刀＼

②白身の義気についての席報を.頼才的に得5ヱヒ｡頗報が春

77きてくれ5の五番L7ていてtJ､台か7-3か敵を知るこヒI言で

きまttん｡増に､難轟ヒいわれもからに(古.医者的知識をt/つ

た専門の乾生力でfJ解明され'dTLl部分が多目のです刀､ら､まし

て､兎着白身が他晋+d噛薮も得るの臥大変だと思います, ●

でtJ.講演や会合に出席して､話し合いしこ多可DL/rlり､泉気

L=ついて書7)＼れた本を龍んだりと.自分の方ひらあ気に姓ブい

ていく丸損で･少しでtJ知らことLヨ大切だと艶し1ます｡

病気についての知観や頒報をいているれいないひてl､同

じように麻生油を送5にしても､その内患I3洩ってくると思

い舌木南気の産状､凝薮､今後の対勉の方法...島名も象猿

b勉強す5ことが/b要ではないかと思し1ます.

そうするなか､字.良い免生に出会えTlリ､ J L)&い医療を垂●

けら横合に恵まれたり･という可飽性t,大きくなると乳います｡

⑦最知ま.福祉削度t'充実してきた.といわれる友魚で､まだ

まだ十分と13いえない魚も多いと見います｡

で王さま育剛腹か周亀でれていてt,､その他怨みlヨ禎雑で､

なひなか三塁帝することが虜易でなし＼ことt'しばしぼて-す｡

～H～



各制動ヨ本人が申請L'てL言bd)7度姶できものであって､申

嶺すれば姶Fl魯卦丁己鵡利がかてiJ､ヤういう射庚びあるヱ

ヒ壬え知ら甘い藤倉tJG)り舌号｡

角倉の齢(よと､ういう別鬼を利用できて､守れlこtaとうす

れLまよいの肌より領海的に船腹を冶用寸5ことL,大切です｡

●　病気ヒ共に生き5人生でか了も､より良く､幸福に吐きう勧d

zFあ5ヱヒを免れずに.吐きていることを展観して暴らしていきた

いてすわ｡

～1 0-
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福祉機器
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●健康機器健康固Alこも-一介護疲れを取るの[=も/

デジタル自動血圧計
HEM-803F

抗■〃HHrlaLr･てLr'呑l;りEl)邪つ03E;

68389941 t8.000rl]

拓を入れるだけで,Gjれます●スイッチ

すだけの全日EOタイプ●1分間の脈拍

サイズ　r,二上t) GXrl.lLIl<1 Jx即ラ･t F,n

ai　市.I)22Uf3　Trtl ,F? rll･川?,tTtt`'2ノT

デジタル精密体重計UC-3DO

6帥80423 19′800円

●50g単位のtEWFは制定oわずかな

休並増減もキi7ツチ●31匡】分の判

定TZlを自動的に記付●休g!日1聖の

効果制定にも威力を発揮します｡

広大TTJl I.伽i:環小表示　5t]E7

花　河　DCr】V El-rつ6PllH-(2)I;

r:7.Tjl･hI耶　サイズ　3I lX:jU T)刺

●トイレとその用具･用品

トイレ用便座昇降機
らくレット

y　683的863 250′000円

▲溺善書苧賢慕
も使えます●便座付きです●1UO

kgくらいまでの万に使えます｡

サイズ　全チコ65)こ.!11ラ52×全JTJrln

--=f加　村fl /ittL　スチールバ(

プ　メラミンT字仕上け

巧A7ZI AClllD> 5日/tnr〕Hz 3､･OW

匡ヨEj
足のうら健康機フットパイプ

医稚用Tly爪汗Ln暮fHbZEIJ恥782弓

西経469'3044赤469■3011 39･800円

●足の典を刺激することで全身の91康や内床の働きに

作用する､リ-ンtZラビ-健康法`です●378個の指圧

突矧こよるハイプL'-クー効果か得られます｡

サイズ　全･謡33×全Fi37×壬n)175m　書JB m C,kB

忠　邦　ACH10V50/EノD-1Z 2日ル　カラ- I-j†言　Vか

譲-t三二
二つ折り全身指圧マッサージ樟プロスベール･ F1
7mlrRnnJ_叩tfl, 79l d8～95宗肺即Shl†しこn書-T;(028)れOn5P

Z㌍ン4.…q;.認諾L58･000円

p別宛専用カバー

tzノト内容　サントハンク2flJl･巧FTIヒ

二-ルケ-スりさ

●マイコン内応の指圧マッサ-ジ鞍●

操作もリモコン付きで巧たままワンタ
ッチでできます●2つ折り･軽昆タイ

プo持ち運ひからくです｡
サイズ　全枯62X全長2m×77さ9(千-ク
ーが12)那(2つ折り的　r'2×HDx18m)

正IL　約14kE I　諌　ACIOOV5口/

6qHz 35/dOW　カラー　ワイン･クリ~ン

4H]58060 5,80D円　パッド407柑050 3,500円

轟~･･･iI表音萄



@ lJlイクルバザー用商品･ご豹寸いT'r-=さ3Lr(｢ァ　-　0 -
(タR31L9現車)

諸相　絹子　赫

林木　　　頗

岩田　正一

叙山　初子

EiEj　団子

閣脚チ
月形万　だ泉

al頚矛

田中　良江

矧国　葬漆

調ア由煮壁
鈴木3)つJf

穆訊

蕃癌
rq麻

ノ岬再もし

長谷'.

後納華子
矛頭　番

傘不さ打l

本務こす一丸

秋本　孝3-

諸す､し

佐々木

舜tz]

谷oきみ江

六滴　貴名

†Trq　教子

佐藤　及

f'LAt田

平弄噸略解

平常　紘一

1拝す　星司

′卜杯　衆】イで

確執1つえ　額
土肥　諸　頗

sokAひまわ′)食

イ碩　平井5)･T〟錦

田中　諸子f,i

山谷よう古　横

月岡知男　棟　　●

㊥藤食鵜莫遜Lてご協11いT-J,JいthL,)さす-｢,-( 2,日剛文41)一㌔

帝石市民生物摘碩iy,bz/一　耕卿鹿　がゼ　頑i8/0_

川面大空1-似/偶相　打22年-　-;せ田町蜜レストラン　錦お′73/I

三-_I--∴ ~∴ __==_L::_　三.二三三千二･-I:_I

窟宏之ui之t芸誓竃;I;o'S:完芸芸芽柳錦i崇o',7;_
敏　　　　額ii,BP2-　　合計頼ク201

5)'J htt､Y,ラブ了い乏しfこ一一一巧一一一一一

～Z　こ3へ

井
手

'
5
番

赫
纏
綿
碩
綾
錦
細
線
細
額
頑
相
碗

つ
し

歩
.
,
,

)
犬

希

梯
錦
梯
相
接
神
慮
塵
錦
頗
頑
頒
相
磯

線
錦
線
種
錦
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@ JPC園食猪顔易免､藩金Jこご切れ､Tこr-/きまLT-I ---rr-且一一一一

北締　　播努/書oLo　っっ｡1LL細播%3%　雛

●勤直梯継承硬斉.1< 70　7500　脅灯細　緒30

神谷博之　　　細　50 20000　高塚為夜学解緒′66 24,bog

富頑,11才′L i,i( 7/ S′の0　帝FLAしまうす厨播　81　3′oOO

備-日動車孝紋様/oo a.bbZ　長身払倉協破金線/0

線iL繰JT止痛醍　播200 ,I,69/　希75,^三郎方易　線273　う,Zfo

北斗頑醒　　　綿　80　　　　　扉細密　　　錘　EO

:Itl-;-:-:I.i-:-冒;II --一二I_

帝r,^協余病解　碩　集計中

和代貴行　　露

′孝生刺だ　　播zo　　/1㌧う　　錦　′′

帝声欄健汁　　梯　bO　　　　十贈支部柁舜　　757 ,5,土9/

111岳農協　　　梯82. 2′000　JGl,碩易免　　　297　74Zフグ

軍　ゴ豹寸JEいr亘､さまレr:

∫/000-　底　　魚戚　zo′000-

3,350一　畳　　為　鹿/6500-

煉
露

子

確

財
　
経

田

　

藤

錦

　

岡



/6万人コンサート
ノフ

`93･ 5･21 (釦キビタキc'森し舜)

欝ppHH b7.:0'00～　苦言3,47,'ii;L言,/)/T::.:'

I,甲諾107300mm　去:(三言'If:幸子IiII告ぎ-71/L,'

帝FLA市民文化,ll-lL　　風の谷d)すウシ1日ガL9一)

難病連rJ7ト7.9･rr贈修館せ二か/網子{い
*進入孝シーズ.ンY,rS//ました｡　　　　朋ロケ57I

*象償fi品々も､飢31伯路t}才渇けし手動

*お琴上/方円以上Ll ､顔ai星僻村です｡

*嚢金の一郎が寄付fれ諸如肇金Y,rt /Iます,

='寄付の徒辞し
リり1 7ルハブ■一用品等をZヨL)d).たくさんの方?

cEりあたたかい=協力をいただき､ Jbより尽くお礼申

しLITます.社会へ還元していくための議冶如二覆立

たせていr=ださます.ありがとうごモー1い舌した｡

～1 5-

-:fT.-､ ~
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酔腐諸県(-;%の施工キスi宛合)

薬園入瀞J

㊥ヤンITc:一イス⑳

別府週凧､一木失禁諸の施′′ Ll畑中から

増さ出す淀,P<ガス宮この土脚の者

粘土lこ作用させて.長い頑伺官かナ
Jt隼灯し才す｡この甥の花も朔解

し純粋1盲遜,7.%みt,して諸絡化しf=
小諸の詑Lキス〟が@/緒ぐかてい壬

1.ご家庭o)打風alて入れろT-:-Lf

で禾紬,軌o'魚介｡

･A-ち0

才ち.000
( i,FoO岳入') )

･A-らo

辛 b,000

(与′roo各人J)

ワ/I-L^シャンプー

(嬉頚エキス)

⑳葬_旦申　‡btB

･薄物榊給

･易乍泉田

通勤者をブ(.)ヒrdtりヨ
どうでご利用下～いP

~悪書難警仰':

･C-EOD i ･g1,5,003
‡ I.000

諸富詔竿!.I.表'IL怒号

健康赤

軍拠丞　≠5(百
･者各の動こ折夢のiつ危細線

･杏,lの苦節DJかr'健体凍

～1 7-



亀黍起警盛儀聖篭徽警盆電鍵整憩

●

●

t.jt.^わあとかきth仙j

臼醸1こ裁っていた雪も､日ごとに/lJくTJリ､

新L'い奮節が.とんとん大地を夜えています.
一歩過れぴちな休む.春の暢気に自然に勉かさ

れていくJ:うです｡

勉か.;i加ていさぞうといえ甘.‥今､社食傭醸

馴鹿の見直しが速められているヱヒも｡渇泉私達′

にとん甘影響ぴあ当るのでL'Jう｡

とこヨてt/L的保棒び〇九ものか.私的招軌ヒJ3､

菰宅福祉.介執こふさわしい地域のネットワー?.

鴇祉サーごスlヨととのうのでL/Jう刀､.‥ .

国政の一方的'dhiJのに'd-らち=1よう周わすにい

られTJいですね｡

ヨた､とんとんわき出る混濁深める政滝､なん

とかfJら1'dHlt)のてしJうZ)､... ｡

十勝美辞の一年を振り逢えると,団戦'J状況に

ありなZT:うu今､白′分速｣こて､さらことも.Q I,ヒい

う領海的'dt声が缶1れてきTCことび印象的rdlこと

でレた.これひうLJ､かじL)L･とりの協力で,希

社､邑廉の気安に77=dLびり.亀名倉の符軌J)a･で

きる地域三岳勧ヒしていきrrいですね｡

呑鮪の替り日です.とうそ.あ射て負をつJ77お

過し下さい｡　　　　　　　　(あ)

亀容態警寵顧聖協篭緩警盛等褒聖畠
～18-



帯広市西5粂南13丁目19-2

TEL (0155) 23-6602
FAX (0155) 23-7071

主な-品

f特殊ベット　　●Itbベット

4床すれAB止fl f書fl)チ

+歩行Er fリハビリ用品

●つえも4　　+ボータフルトイレ

4人瀬用品　　●8EXFI書t用品

4モのfdl毛4

71杜暮相Eの利用も可JlEで+.

●tjTtnqA　　+ IIIIA

fJrtEE■ILl17

.='A丸のことや. 71止別Jtの

='絹ERもお持ちしてIT.

Lオ-フン的悶

JAMIO ∝トPM4 ∞(月～金)
+AMIO ∞-PM2 (:K)【土)

くB Jt8LJa)PFJ>です.)

(4人■加hRJLtの*)あすなろB

■ 1 Tこ　A rI AJ1 4　4　と　fJI　の　t

I EE 8 l　乃　d i tl+　屯　■J i JI

t EJ　4 J A t tl　+　t J JL t JB

仝El]～･Jt●lの子供tq 88n:;～iJ文ZF

*E)二〇▼lltLLJ)◆l?l●穴●JltV

士EPパー●ン'/ン1■書の書:比fJiZl土砂

JdiJr:yHJ丘の手tK+q ■書北斗iA支わ

日本オスrミItA* (人工Jln ･ Jh枕)北一書iL

8本TAh､JuA弁(14)*)叱Ail王B

8本リ　ウマチ衣の弁北カil I Hl

Jこ　,Jl　　■l JI　　■　　1　　の　　O

t.4LLJ An六NLA ･チ01ンrltt)+

初　ジ　ス　ト　ロ　フ　ィ　ーJI　書

Iti事iJ fl q　一I　書.■化生2E　の　*

t J A　　　い　　　LA　　　*

托II J I A A JL J　■JI LL A　●

北　iJ iL　　ス　　モ　　/　の　　*

北斗it Y tl小JZ Z tL dE太の*

北.I 1■　■l Y　4　yt　七　一才　8　*

北　　●　　Jl　　■　　■　　の　　●

北　斗iI　パ　ー　ジ　十　一　■ Jl　の　*

北.暮iAへt7イリア(JLよ■)まの*

北itiI　-　-　チ　ェ　7ト　■左の　*

束爪先JmL丘かL}チttt寸8会it井iJ支B

HSK　なんれん　蛇叶弓･　　　　一十耕文飾版(MHO)

恥入/財EM人北海道難病連伊井たてお　　　昭和48年1月138第三種郵便物認可

札扶市中央区南4集酉10TEl　℡011-572-3233　　　　　1993年41月10日発行HSK通巻25ヱ号(毎月1回10日発行)

FAX　512-1807　　　　　　　発行人　　北海道身拝辞害者団体定期刊行物留金　神原義鮮

月～金ql70時～TB時､土rLID時～11時､ Z川L祝日は休み　　　　　　　　札幌市北区北13灸西l T E
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