
• 

• 

あ、とふけ
励~年1ß13B!J:U!t!可

電訟支苦P長あいさつ

/t111-年f史料ミ、な芋反告
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又部長あし､さつ　　　魯魚負朗

皆さんか元気ぐ･すか.嫁前線の化上が告'r5れ

ていたのがつい比の闇のように思っていたの㍗すが

†勝早野の畑も野人も75本ラフ秀凍りその鋸

樹浄航路の如く躍動の客種と太りよした･

昨年はjL絹々釧敵中姥象Iこ船豊り凍敵中地象

史上に宛･ぅよぅ森六凶作に終J紋に舜食碑‡小し●

氏.幸い今卑は4{･5月天候に恵まれ鹿作物の

生魚も趣わて噛盲軌こ碓伸してあ･ります･

昨冬/卑闇の車紫を振り亀,撒ますt･北路邑

難絶後を20 eI牛固離病センタ叔iL'0乳牛紀

息のあ遵集金鋸0 - ,/@jL碕星間解の粁膏喰感

R_尊.尊卑門舟,てあ･りますクリスモス金･t:んぐり畠力

霊禁禁子孟nt,TLrRi禁莞慧禁憲･
殊･附保鹿センター･郎社食櫓紅め執金等の断く

臥.どなごえ後も賜わり各卸してかる'R矛～･す

今<教臥高冬着も世界のトッ70クラスと屠り.欧米

等福祉社食他国が/00年以上かかフ～費き上げ
た絹丘の刷虜もB本は学令の彪スヒ0-ドぞ小これt･
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取h飽き点けれ灯･叔う希いのぞ･･すか5人東森訳～･す.

私菱も不幸にして病3鹿の不明･クスリの創作田n憩し､

牌発を習んと･久しく舟りますが未た･･にその域に象して

かりません.厚生名にみい713亀プ敷森高々化社食に

対応すでく子鹿の蘭傭上.全国の廃立原産的統廃

合･人乾患者の食事イて･野良jt､専o)項斜化も針臥して

あ･ります.

●威厳～咽るい象庭ネ三盆の実線も臥指して甥力も
してかう時.それに水星足すよう忍中米官斤のやり方Jこ

は断碑とし～反対し.ゼo)狩車力を阻止しなけ^rま"舟り

ません｡

昨年の//･/S狩勧Lこ穐き本年07 ∠･6行動/i

8,6患為･象頗団体脇醜､金主ノ健o)載､その権利象守う

旅猿･行動Z､･あります｡

●昨年度の車菜を牧場り経乳の一端を申し並べ
ご篠務と奴しきす｡

尚7月下旬Lこは金星集金がノ唱)･博～､､開催〇九

ます｡多くのカセの象加を財力卑し～市･ります｡
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/アブ3鼻度7-石動内盛 

学 冒 �6��)V�6ﾘ,X+s�ﾘ+(/�*�.�,ﾈ�ｸ-ﾒ�� 
あ､泉見東野香魚金Y'､んぐりの象/0人 

肴丸田液へ橡拶後場鶴間観雇鞄 

金額む奄〃千 

局 �*兀y?ｹ�(ﾜｸ��/�W霎�CｺH/�*�.�,ﾈ�ｶUE��● 

あ､花乳オ費敷公園lz7^ 

火線麹乗車ノ総鹿斉し胤′婚2日竜泉ヰ田 

着果文音戸絶プ仝′横風乞ンタ- 今度㌫星妄窟喬雛祭ク鵬蜘→V鮎顔 

級数象 

6 円 �)�8�99mﾈ4�ﾍ8ﾛｸｾ�ｩ�ｨ�6唯ﾃRﾘ�ﾉD�ﾟｩnﾙ�c3ｲ� 

金葡邑J薦才千 

オl15L散会 

7 日 貯?ｩh�ﾙ>ﾈ餾Y��)lhｫ8辷�6�5FﾇF8/�*�.�,ﾈ�ｲ���ﾂ�● rL,ぐy)の象聾営泰敷金 斉ヱ0鴫糸転か障幼こ勧知幽SL晩/魂28 /3 

晩熟金 

a 月 ��ﾂ�坪/�*竟�,ﾈ�ｸｬI<)7餮霎�� 

級乳象 

守 月 �>��MX�,"驗H��*hｫ)xﾘ-驟ｨｾ��i<��hﾗ�Yr� 
trんぐりの象蚤.営香魚AzL: 

㍗んぐりまフりどんぐりの象#3^ 
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〟 局 ��hﾝy8xﾊ��Y��8ﾈﾗ97靺�ｾ�u%�ﾔ､�ｭ俯(卷>��折衷J&福祉木食性牽企館否鴇望tl,J人 

と､んぐりの象畳菅を負公 

金玖雁行 
晩辱ノ灸 

● �6ﾘ<��訝�ク,)スくスR4'i-奉喚金木帝展協/7人 
//､/S健保場長対末節動東泉/,白zB密命 

クリスミス泉行冬亀金塚俊之>タ-/5人 

金弓吸_鷹行 

/i 局 ��C8��4�8ｨ5�7�5�壷��自�ﾃ�5簽sY�ﾂ�

クリス之ス^0-7,{一反娼/仝t/んぐりの象5人 

乙 日 僖郁8�姐蛤ｭh+x.傚�+ﾉ%��y�ｩ58檠�ﾂﾃ辻���
会級登才子 

汲負金 

● 迭�?｢�/773級㈲北碑遵一難森泉 
凍鹿一線級打5食わせ東嶺牲当為金鶴､札幌鶴 

相談_ノ件晩餐毒畠/′ノ作東銃3イ牛 

rんぐりの象.友の金3 

E潤生確凧具､補､及具3 

病魚､医乗車∫ 

韓尊卑食/ 
車の登赦免韓-スノlOイク57イヤ.Z, 
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財EE法人　北拘退社痢迎

1998年&

支普TS決井串艮尊書

自:1993年　4月　1日

至:1994年　3月31日

革部名　曹　更　支　部　　　　　_

-収入の音rS

科目 涛9D�7��x撮�93年度決井 �4Ywb�

支部迷宮助成金 辻ﾘx�ﾔ�ﾘﾖ"� 奉hﾝy+s���ｫ8����%�%���"��

市町村補助金 � 

その他の助成金 �� ��

参加実収入 �� 亶�x決,i��%��5�&��%����

寄付金収入 �� 

協力会還元金収入 帝EdﾄXﾍﾉ?����…/__亡Jm_ ㌔ ��

#金箱速元金収入 筈､tﾉEh耳�｢���

署名詳金速元金収入 ��__M__Ji2_よ_a_ 筈T86ﾒ�

販売事業収入 ��J丑Jd:.ZJ 亶団｢����~89�ﾕ������

その他の事業収入 ��一LEは∠ミ 冖Y>)V�ｦ籌峯��8�5����2ﾕ�"��

受取利息収入 ��-:之 

雑収入 ��2 ��

横立金取崩収入 �� ��
ぴ. 必乃42線 �� ��

前期練地金 艇x�謫��ｸ4纈�ノ0.4タウ9 ��

収入合す十 �4��ｶﾄｦﾒ�メ.),Pク.>イ ��
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ー支出の普JS

● ● �盈｢�涛9D菁疫ﾈ撮�93年度決井 �4Ywb�

会規文 ��>_ノー'■>タフタ■7ウ ���ﾚ8�ﾉ?�%�� 

支部役員会 峯��､ﾆU･ｦﾕ��ｧC､ｦﾒ�___"MiJ_jJ:: _zJm_ ��

本部会秩父 剪�

その他の会払文 �� ��

事業文 ��JSJOJm ��ﾈ7S�2蔬ｧｴ｣ﾂ� 

地区集会文 �� ��

全道集会 �� �+R�5飆#"ﾔ)�唏6ｦ��

医疎放沈金 ��く! 刎Y<i�y{�#ﾙ:ﾗﾕ�8��

検診相放念 �� 

機関披.比焚 ��JaLt3RC__ ��

研棒金 犯d｣&ﾒ� �ｩe%�崩��ｨﾍﾈ8����峯��ﾕ��

合同レク �� ��

レク.交詑全文 ��∠∠E:Laヱ_ ����ｦﾆ�y��$�F･�����*h�ｵ��

地政部会挽助文 ��古_tZ7つ ��

相扱只補助 畑+�萪� ��

活動文 �.aaふ2丘.I ��x�ﾍY]u�iUh.�����%�奉�

負担金.分担金 ��Jm ��

_痕く:九の"gS､ I/3/( 堤ｦﾆﾒ�"∠会_4Lt_ど_?_ _之of{ノウ ��

推持運嘗井 ��/.ー■■.7ワ.7m 幡�Ie7(6���� 

事務局焚 岬ﾒ�PGa盈魚. 匂�ﾕ�u���ｨ�8�ｵ���ｵ��襄������

事務肘耗品焚 ��jgdifER_. �+ﾒ�

通信焚 �� 伜�&��
文通繋 �� ��

資料や �� ��

維双 �� ��

横正金支出 �� �� 

予備文 �� �� 

次期放地金 �� 白苒ﾃu������ 

支出合音十 刄N.ぐom 陳定�ﾂⅸ爾� 
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艶痢･脅書満々鹿央]61刺飼地紋
かつ～魚きまrJどんぐりの象

木-J凧状,'K

/773動史各席*･J夙森組　　73/鬼

ノナ月平均刺倒盾数　約IfJb

和凧内姦′九線婚儀ヶ鼓動即内JAの鹸凌●

級愚息.舷乳等

乙海燕藍ーの矛阿品)でyl･むんぐりきつり

彼像仝I El帝灸粂尊

3舵風体･一般_の彼喚腺尊

客間予領一

ノ侠一例斜体JL

/ fククZrP

gfD♂ /

丸久内象

れ怒賓練乳･受像甘え)　　J-i Jfz

米了一相イぐ　　　　　　　　　　　　.zz //･Z,

その他祐経を(符義7一生プ㌢)  i 7/JJ
/ダタ占/7
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●

●

/タ7ダ年度箱如gT風

4月　ネ岡島ノ√デー　　と､んぐJ)の象

え帝絡･金　　　　　'1

5･月　も､風見　　　　千畳敷公風

㈲化碕遵′難病鼻絶食　メし幌

占FI　がランfTlアh斤舶　/頚18

7用品霊芝裏芸敷
アFl rんぐり37り　拭′ぐりの象

/0月　aTネ乞金箱j虹入金　　　　未定

/2月クりスモスノアJT:4-　/味健iz_>夕一

之伺　鹿家賂竣金息神童拠金　　･･

盤阜え幹線負Ja斤イI各金/2-如8

0金萄乱獲祈　年∫国

幹玖j唱勧

オ阿品ノ<Lナ1-　年L何

夜R/メ飾り放免

募金箱汲畳
協力金象の払凡
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財団法人　北沖追放病連

1994*&

支曹持合針子辞書

自; 1994年　4月　1日

重: 1995年　3月31日

重野名者更え老臣㌦_

-収入の昏rS

科白 涛9D�7以�B�94年度予井 �4Y���

支部運営助成金 金 ��.∠:∠_____- 俶��9T�ﾈﾅ��ｴﾘ�5�����

愚息担I如ー__M________"____ 

姐L-LEE_旭2_bA?_Liスええ- 

寄付金収入 峯�u��､��ﾒ��ｨ+%ⅸ�8萪���e�Ec%�ｳ2� 

- � ��

-- � ��

業収入 �� �X栞8�ｾ$ﾅ������%���

その他の事業収入 �(�､｢�I__9-_C_LLだ 峯�ｩYtｧｧBw%�������､�%��%���"ﾒﾒﾒ�

虜取判官収入 �� 

雑収入 �� ��

L_-&t!7_Ii蜘牡_ �� ��

前期繰越金 �6ﾘ*ﾘ,x�ｨ5�4S��/.0.3JSh ��

収入合計 �6�ﾃ��ﾈ6�4S3b� ��
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d支出の普JS

科目 剴悼D�7以飴b�94年度予井 �4Ywb�

全仏費 ��八H�s"蹌� ��IJの.石1ウ 

支部枚Jt合 � ��5���ｩEC&ﾕ�� 

本部合札井 � � 

その他の会放す � �� 

事業貸 ��追ｳ"ﾃ�ｦE､ﾃR�J{′77m ��

地区集会文 � �� 

全 偖x橙� ��LllJ鮎且成功比を…ー___ 

医療溝涙金 � ��

検診 �9ﾘﾘr� �� 

機蘭 唳-(撮�dJJ- �4鉗E��,ﾂ�^t? 

研侍会 � ��p-I-J!rlでZ ～一′ 

合同レク � �� 

レク.交菰金井 � ��波乱こ_q_妊二りb_1L2_llA_3_A__ 

士朗女郎合挽助辞 � ��

相鉄貴補助 � �� 

活動斉 兩之 �� 

負担金 兒ｩ%8ｾ�� �� 

J_&__〟ー占.{_2 ヱC′づE? 白������鯉_._趨&.良風強飯"_ 

〟.SJk 

維持選管焚 ��程�H,bﾅ�･��,> ��

● ��事務局井 兩__3g_JEEZLa:& �� 

事務消耗品突 剪�た=鑑 

通信井 � �� 

文 弔� �� 
~資 兌b� �� 

雑斉 � �� 

横立金支出 ���� ��

予備箕 ���� ��

次期漁越金 ��碇､｣����ﾅ2� ��

支出合計 剴���ﾒ闔｣t"ﾒ�ク∠フ ��
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財政|菅原均 ノバ〉ソシ荊

争衿局長|案支内さかえノ ペイェット荊
G余計告示衿)

会計|平回 r 鳥 1)ウ之今

会計監金|前貯竹久 f そシル病

若及、右一 べーウェット荊

き重営委号ミ IJえz、各校す /卜場企〈象)

建造z、タ1rす 身者及念

殿内律雄 へ"'_J!.テエヲト/#iC象〕

藤田 r 義、 務次念

(賎)火~多道
務病きを E 

材‘刻字国一馬 (銀銭kう〉
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BikT等iviT-賃筆者蛋抗議蓋鮎哲舶璽鎧姦智綿
受
渡
麓

養
護

麓

とよ51#(象羽凍土イ東　舌由塔せ

誓≒葦-萎号勧附加=;取私松奥村鳥山免粕

ご各イ丁ありがこうござし､ます

木i木久爽ナ
ノト名車･ス3工

占足え恕さ

誓'撃l三
八重樫かさす

毒竺
藤田　彰

/0.(

三上一之棟

柏工　絶､棟

菅原正雄横.

田畑三夫償

香.東泉勤横.

森伽とサ篠

ご寄贈めりがしうごニーし､手写

軒帝rfl品

∫czTZ7　月

/クで~77Z? Pi

/OUZ) P1

3czTてフP?

I.クZrU73 Fq

･るoz777　PT

人頭､鹿
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T.i.:.那.id::,.;:;.:.:::捌];棚1;I ,州7tTt. I.:I '棚. I:?i:.,,;ii.,::a. ,
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力
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遡回難癖喪痛･障宅為と啄娩碑重畳金一
者更え幹ol取順良ヶ内森　　閉5GB(i)3/BCa)
･償切八･ス(拓健/<･ス) /､いスがイド･堵泉し～います

･鉄塔暗闇　欄8時　魯鰯埼魚金

･直や昼食
･掩叫到為　乍危之時の千舟鬼病魚別合船に風力D

･帰りの時間L慮食性射場J適確動線Lます･

･宿泊JQ,.17抑予レ紳)anooA触姥フ甥ン汐射通のJq ●

･如D為(患卦敬承のみ)への禰執金/人20クOjg

･ハ"入イぐは焦､j科2､､す

･如D申し生みlま碑閣歓匁_4,_れんの抑低み

/､がキか魯 3/-8123へ

し込みメ♭刀自 137月

/Trうン勤アも固泉しき

/oB～いす

すのZ-身体の矛自由なカ

5.この櫛釦こ麻かLZみき亡んか･

矛/a(750)病魚馴允料金/4こ07-/越し

ゑ錫nLtI乃'抽テ′L'･ Y,きわ市民かレ･勤鵜鴇在郷

金石易　歓艶レセフPy-3ン/3この-ユク二の
/一つタ多一

畑Jllrうン仲テLレ　ri頑健盤.顔を/豹人膚を藤吉｣

_坪21@(%')全体廉金,7:30へ,1也一一

度場　畑川rラン十小テLレ　アトラつyg/基絢報告

患為､象族の斡ん･絶食鵠康
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パラシ1-h汀上.五■球, 7ソスィ.花+等々､兼しい

ものLfが)｡井や山へのキャンプに持っていくのにJl適

TJセyトでT.

ジャンボセット特価¥2,500

打上げ花火も入すrる高学年にも向くセットでT.

銀河セット特価¥1,200

ススキ･スハ-クJレ･センコ花火などが入.77る低学年向き

lI先でも並べる難しいセットです｡

ちょうちんセット特価¥580
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どんぐりの吸畳営冬頃す.格祉制度r･蘭すう親類

粕飲食ぐの艶師をヲ/き脅ITZいたた･･い?いれた

畝厚生南紀の直永ケース9-かd)根幹雅之とんが

ヶ月Iこ九線へ転勤これれ?･今IS丸離生南紀～､

箱確=^～います.ダ月I=破砕2んから釆rlか便りZ"T.

経啓
鴨息の像皆様方にIa轟々ご鹿噂碑とわ膚･t^-

申しエfrます. 3～払こここの度絶息麻紀札絶

息生糸晩勤務も命で5れ週白鳥佐致しれた｡

絶息病晩帯錦生糸酪在勤中13公知こわたり一方
rJうぬこ･尾崎を賜わり叱より尽くかれ申し上Jl-ます.

もとより職h～-13ごLJ'-し､ますが新鹿称こ専･ビ努力

取甘柿か-ごニーいますの～"ネ碑とも一層のこ･指阜

ご酸度を賜わりますJ･ぅ舟礎し､申し上け･粥.

朗-13書中をもう3LFか礼かたがたご碑稽

申し上け一郎.

敬具
旦伸

色々足し･虫がつきません

皆ん針こ助け5九.支iう九～の/3年僧と-Lた

音更支部との関わりも直れうれき色ん
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今各久谷矩八色季乾した河村美由紀コん

が5泉たか便り～"す. 2年闇軸病変巷更支%Pol

行事卑l:JドランfJアとしと二･偽か､たた-きまLZ:-｡

裾ノ啓

白ニーしも磯かく.息5しく舟フぞ舌いりましたか

し､かがみ乳ごし～いしょうが.宛入鹿尊中は海南畳

の行を･祁修に象加こせ～項きみ也誌I'徹りま

●した･又会報･軍兵等速フ?頂き布りがいごtLJt"い鈍

麻､もe々と学ぶこtが～､･き､貴重なイ本東芝すきこと

がZ､･さきした,私Y33日/LlEH:後入の卒農村

を路も/aBから勤務に人っ之かります.

変則勤務ol鼻頭兼吉RItzい今I3体星･I%う可の

に凡変～･､す｡

7-もイ士皐は楽しくがんI3^りたし､7L･圭

難病垂の行事Jこも盾戸谷かつきさした5塵Z^､､

●　に行きたい2､､す｡
督促にもか世話Iくなりれた.よ3しくか伝え

下こい.

又循輩のかうンティアのここd･3しくか額l､

しま町｡　Zー]3　両､丸亀～､､

敬具
⑦,'oi村ぎL/桔lせra申丁内d)職､喝～･･イhL､?います.
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