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北海道難病連加盟各団体

および支部役員各位

1995年1月21日

財団法人北海道難病連

代表理事　三森　礼子

兵庫県南部地震による災専救護募金のお願い

兵庫県南部地虜による災害救護募金をJ PC (日本患者

家族団体協法会)が別紙の通り独自に取り組むことになり

ました｡

北海道南西沖地震時には､全国の患者会や地域難病連か

ら多くの励ましや救護金をいただき､勇気づけられたこと

は忘れることのできないできごとでした｡

今回の災害の最大の被災地である神戸市にも､多くの患

者が､そしてそれを気遣う家族がおられ､瓦磯の中で満足

のいく援助の手を耐え忍んで待っておられることを考える

と心が痛みます｡
一日も早い医療や住宅や流通などの復興を心から願わず

●　にいられません｡そのためにも､患者と家族の意見や境遇
を患者の立場に立って訴えることのできる兵庫県難病連の

活動の再開を願っております｡

救諌金については､可能な限り各部会･支部ごとにまと

め､北海道難病連の郵便口座[02780-8-19713]へご送金

ください｡なお､振替用紙に必ず｢災青救援｣とご記入く

ださい｡個人で送金の場合は､上記の条件以外に所属部会

支部名も記入するようお願いします｡また､直接JPCに

はご送金されませんようお廟い致します｡



JPC絡会場金線橡粁勧lこ象かしてり剛
毅内線ノ姓

魯魚に角亀各点JPC絶食個食親潮行動に
糸かごtていた打･いた車に皆さんに魔遠射し･わ斉し

も申し上げ､･毒す.今回の参加て､､非帝に勉級に

かた息Y.超勤したこLを書かせていただき点す.

最初にJ PC,絶滅のイ牛～･･す,み加すう車前l工

藤貰竜に少しIa白を亀して別れたが･当E3の

白級友もR.た時_これた･･げの内藤亀ヶ崎簡

たらすでは本当の各章最､`こはrJ:らか､1:-=ううこ

正直息いました.

れて普段.顔の金フたことの加､入監か蕗し

食うの～一寸かう余計た､･ううと愚フてい5Lた･

級宗の統綿が終り.姥承爪吸の虜級長
容に入る中ぐ､匙外にもこ0)短し､暗闇の中ぞ､､

旦草魚斤pDqむしかも積れ5,い～､舟くjt液斡如●

食い下がう賓も乳11時･新劇味も赴けaLた･

内容に少し触れで色てiういますt･

^JR.峰性特定象息に蘭すう厨趣く､､･ /3才も願え

たら息為亀R.放すのかと爪､泉幹車に食い下か3昇

れて罷られてもやむ色んないと各奇才診斡車･

その他rJ.ゲ人の博聞かあり･非帝に地力かb

如pLた私釘こl&食味の内藤等が勉後Jこなり
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ヌ答帝も不可能舟車も可能舶うと藩命する

の2･は舟く･帝l-JR_栗色見て可能森限りの客命

をしているのか印象的で､した｡

次に昼食錆願についてふれたし､と払います.

ます-最初に徹し･たことIま､蹄願書は敵T-Cと云う

阜て-す･いかに上奇に敢負Iこか願いしても裏打

●けol敗かかすれは-カに滑ら鬼いと云ラことてul.

たとえlま"切区の五丁鹿久三線葵d)秘書か

碕顧客を牽け取る慮りrこれだ･11あdtlまこと魚椅

良く針†取られました｡
この皐を息味すう0,は姥丸て-i:hれだけ闇JLihが

あうかか､かも弓観象か判断すうの～-は森いかと

云う争～･す.
･* Iこ教員はみ･経たぞ･･は何か衝鬼われ何水

間周とTd:フてし､る中之見ていうと愚ラかうぐす.

それと緒廟は内容o)吸いものが要求されるt_

もうをぐす.
ここ7､.伊味付友幹卑し二晩クラフ"0)下村泉

観象紬書の緒願の内感ぞ"前文L-Rでたノト胤
憎性曙定疾患についてムめたいと臥､ます｡

乗付が異常に恥､車､ ′5才胡乱き-そこ自己卓､

絶Iこ舟う車.考してÅ医師t,の盤虜力液乏きわ戯
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牙2回t;､んぐりわり聞催す

/oRヱE) (a)/0時-/5時さ～､･.乍前軸繰南中尊勧ノ､･-2

コサル7項を櫓り‡･i%pぐ･初8,7^･-クコ･/UPI:桃軌.終3后と･L

ぐり嫁へ形動し～カキ7,7等食で. ′すーっコ･,Vフの鬼加数景品が

配られS Lた.頒峻L-Au:うとかワオナか軸朗. rLA,ぐbの敏が

疲れUB'J叶の称且の扱MTをカラ析k負すて恥､帥す･

と雌の射通4,方もJまは,～唄か急LJt.この髄J二伸帝

●中学校に申し人丸ミ生硬のあへ/Tr5>酔01着集遷Lて頂き展榊9

Iこ碑雀の男与2人が如PL?f2-まLた･ 37鼻の象れ盛れた.

､さtF?い大在-きました

音更町難病連

/ヾ-ク=rノレフの集いに参カロして

3年　有　様　孝　幸

恥ま最初､下斗米君に掃われて､ボラン
ティアに入ったんですけど､その時の自分
(.!甲△だ?串ので､たまには人助けもいい
なと患って
勧めの夷

り､辛イス
な物をつけ
ご坂を食べた 夷感しました｡

した｡

ヰイスの講習会があ
､日にマスクみたい
由な人になりきって

な人と当たり､その
人と｣掛こパークゴルフをしました｡

初めは､舌をするきっかけが少なかった
けど､だんだんむが通じ合うようになり会
括も多くなりました｡

このパークゴルフが終わってからは､ r
どんぐりの家｣で､飲み食いをしたり､カ
ラオケで歌ったりして鼻しかったです｡

このボランティアをやってみて点かった

孟抱聖霊諸宗空譜貫きみんなと仲

当日時､目の不日

領はこの人々との触れか,が､この活動
に参加してのなによりの報酬であったと思
います｡

3年下斗米一美

ラ禦iま溜f瀧Lbl謂冒譜雪許
アは､よほど畷な人間の集まりだと患って
いたのでごく軌､気持ちで釦uLました｡
恥まこの活動に参加して､これが大きな

何違いだということに気づいた｡
みんな余唄を返上して､身体降着者や兼

房患者のために好カしているのだというこ
とがわかりました｡
そして日qZ日､戊はヰイスを押して介社

をしました｡
昼からrどんぐりの家Jに行き､みんな

で屋ご伝を食べました｡その時､そこには
数十人の人が居たのを見て､こんなに大勢
の人がボランティア活動をしているのを知
りました｡

主=,;.i,･;;-:;議…苦言≡三…諾
るSとが出来たことです｡
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でんぐりきつりの各線か届､･～います
他線暗室_

此の度海南患者乎浅野五億のどんぐり
ヱつりlこれ序三社て頂きaLたが､犬も樋
に味75 Lてくれれて快晴の秋臥和げ･最初
は練熟中学枚て"/ぐクコいルフ互生象てい初
U)てやり鼓しT=が･最高に面白くヌ･良い旦

勧て"暗闇の飽き､､るのが嵐く夢中7､､やり

昔した.

平川西郷尾崎のよう鬼才丁姉も穐雨
M=んt害う群ラン升アの六･招うん男Jliも

慮りaLた. *L^一毒す小-,V～･･∽エげ､･t;1んぐり

の射て粁き薮の札晩の塔頗る泉きり
ゑ外て､､デ汁ス升サンて･鮭贈級泉0,舵
t釦吠LLの物を食でました外車小も
嫡き伽､こtt飯が-各て-･轡†升がりて"か
ました.像しい扱き狩の味～-し1t･

菅0,吸熱に入りカラオケのβ争闇と慮り舌し

たが･･自称.,中学生のA5-さん83-でんのヤア

Z･の軟い,がりに嫁敏も彩が確く符はLた

細り郎ぐりのアク--魂錫相争大喝
簸て一紙に乗LL､一日と､､した渦｡は草々･且
7～頂き紙に角錐り柳原属5Lた･ヌ町ラン

チイアのカセ_婚軌の塔凍れ厚く御礼申LL
Ir主す.本削二束しい一日～"した･
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●

オ4回クl)スミスノヾ-I/瀦イ雀す

各年は当初予足してし､た人数も大中に

エIf]り/cf.Bの糸加肴かあり.急熱

和日ま2､､の風食室も史史して･催鹿･e;2-

olごg:3-亀-～･･ふい金塙を促わiLといただ･き

ました･み後席.～･､ゆフたりと栗L‥クリス～ス

/ヾ-fjを剛倉すうことか鉄泉ました,来賓と

LZ碩塙民生課畠帯敬一傍線セサ丸LL^所長

●各木像鹿婦係長東金禰社協鵠如田畑2ん

が麻カDLZ下でいました.入谷絶入生2人Iこよる

司令直行Z-ケ二へ､谷鳴･摘義金が行舟われ

コーt一喫茶～､､fa無刺～-甘増も配られました.

ご協力頂き凱た今くのカセlこ.はり噺礼や(iITLaす
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沖沌クリス～スパー知　慮偲ノ＼がキより

覇村泉由紀

こても衆しかった～､､耳

五年よりヌ乳碑も大きく細り･内庭も良かフた

Z､･す. r一久て-は･サンタがやってきT:-J'が

艮かったt匙いれた･ ,9-しす･､っZ一石填て-

如くここが･できるrlL"･電熱も入りやすし＼ ●

こ一首. ¥の化.受イ寸かうオームま～"緋か原

点､.奇が娩ん之-し､て麗しCLきした･

司食の之ん相乳わら耳伐かった?･･-T･

塗/rTがとてもかもしうかった･3f:舟もしうし､

学生,TC･ランT/アか来るい､しです*･

泉行番数の皆様かつかれ棟Z"LT,-

今後の褐動も軸椅し～いきす･

小竹サキ子
一朗朋ホ･ラン717m柄々に低大師健●

にTa:りました.

sLの及.私初日こあ､神像させて像き

皆様月も生"線取ってかうれる婆k･
私もはじめうれしく匙し､SLた･

又比の次の象し､にも足弊履をあわせて

はrT､､きしめいたし＼ぐ､す
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●

先人イ喜L保健モ>2-級

入LJSJ､勺に敗やかな一時を楽しく週こ-育

こ1がて"きて5)りかこうごさ･･し､ました.

厨風をぐうりL乳まわしますと粥か､知育

ql人も暗号ぅに見i,ろ人も.みん慮こ0)ク')ス～ス

ノヾ-アイに輿L'､ぞみられ､条息q)ち?たノヾ174

T:,r'たこ匙います･小生､このセンターに象りれ

て7ケ月が逸き-ましたが･5)うため7い3いうゐ

勉ヲ乳をしているとこうて･､すの～･･.月日こかと及ta-

TJ:し､こ℃草々F)うt愚います.

塔さんの息にかごんP計り乞如椅し～1､3す

腐維鼻炎､与
クリスマスノア--Tイ象加さitていたた-き.5)りか

こうこ､〇､､いきした｡ノトご舟をカ､う体の斤自由森

FO天象こえた7)甘あちゃん･誉れにボランfmo)

人乳･たくこんの人里との鼓逢し､の中～-簡LL

というよりtじの施かこも感じ､さした.

金場作り､み加点への･LrくJま･り､ネーZrフ～小も

丁寧に作られノ､〇一丸の内象も楽しく.きっと

晴間も･か金古かかフたことと思小吉す.

初U)子息7た人rlちとの公縫～-.私自身の
他界くせ)の敬三に風力Y何きれた.又この

よう森樺食があったら.ほんの,yLの素魚芝拷フて

券加てttきた5し､いt思います.
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飽O Lサエ

†略晴の午柘/碕大変楽しく乳ごごせて
＼､たた･･きまし～ありがとうご〇一し､ました･

肘ランT17のカセの人史行届いた舟もほ

しh=､d:り魔蓄財申しエ叶"ます･ノして路､をむかえ

入線の御Lビ古刀本別こ身lくしみて肩軸く･払布

でilていたた･､き甥をしウう-Jーさし､ました1

ありがとうご三､､し＼ました･

NL篠田奇阜

本年t,鬼んれん音更史幹主催のク'Jス～入

/ヾ一打これ席こilてT如きしたが､､4回怯脚

色易経との車～-最高の暴岬咋乙点り･健し粥柏

多彩Z-したが､何と宅,沌サ'夕の根渡ケLl久が､
一巻Z､､した.田RBごん監サンタに舟つて下=り･

久保痩せ>クーのFfT良三んもJbTかと脊伝って下さい

乏しT:-lu

又､町民色味を良の吉野棟が最後孟～､溝に

棄しそ-,打ったのが帥象的～､･した｡執簡単もの

は丸谷絶入生コンビの司金2- 700顔敏rTZ､､した･

最後は膏年金痛凪℃-韓に乗しく喝わせ～
T象き.東Lこ馨しし､半白～､､した,永年が楽しみ～､､す,

菌根敬の方々､灯ラン労アのカセに低大喪か色緒

になり.又多沓又のカモと奉遷魚の寄付を頂ききしTr-

車を尽く御礼致しまうと共に埼俵の蜘鹿庚
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Td5か､に確p今季をわ･祈り鍬し､なん爪ん

青史史郎の昼その御贋鳳を願し､吉LZ

筆も置き孟打

手水

●

7年及特定泉患医療受線名鉦の
紳旅_奥付中毒者が楯怠りました
@中綿如晩は2.日ヱ0日舌～､･

@孝o)r=中毒者も

@千綿rJ:点･なびありきしたう

帝ふ保健竹子醜貌予筋倹丘～一重線を

(TEL"i子-2ダー3///内線7/a )

帝ゑライオ>1いクラフ磯より,JL縫難病亀

も乳L7　る♂ク00月27こ､寄付いたた-きまLt

舟く酵PネLやしエrます

今年度より音更文部の彼負互f/き愛yr～いただ
いてい%Lた前野叶え2んOeやソ二.病)が/2月

/3馴て愚性'亡千金lこ～姥原2れました.クリス

マス/デー 和には気息rdt穿～･勧oLそし､昔した
Jalじより
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