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(合資に含まれています)
編集　財団法人化海送洋病連音更支部
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?お花見のご案内
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史書P長】あし＼ごつ

菅原兵且も

皆ごんご五泉ですカ㌦体言酎紺口付7-すか.

破風乱イ隻.7kもし構う紹勅の杏静こ相底I)ました｡

昨年展は郷敗軍も町民各位のこて里解あさ
ご､協かこよりまして-前年度にまき雲水泉を研裾た

ことは.私畳の金牌7､､める軽,)/＼LL､り的産着伺芯の

晋I7場FlTか｢乏しし＼こう象金作りに取りかかっぞ&/)ま

すが.今後の諸勤の大き舟加計(こ息5ここぞいしよう｡

イ欄にt)難病敵易く凧野牲薬物投与b郁々d)
･.･ ･  ･ ･ ~･.I ･･∵ニ　∴'. :/､　仁,∴~.

めります. (厚生脇麓定捕置誰史7村{0雁頻〕
: :　　　一　　十:T'･.  ･./工.  ._･･-

ヲ臥し＼うれそし＼まれ

彼畝患者07漁礁/こあtL＼てbこし､観申しエけ"

ましたが相入れられすしこ引き穐き/年間4'Tうここと

ノ植尽､りました｡

itJ命な職務のあ行の鉄泉患い時もあ銅＼乙

私し＼ますがようしくか原射＼します.

よすし､滝境線乙共Jこ鹿廉Z一明か＼組緒組

員をして碑､晩3うZ-情5)ljき仁んか｡



/タPグ年度　電動敢告

宋栄コミセ/招募露監‰クル人サニl鰻金鉄帆

綱麓馨㌍負会と､んぐ槻

I _　_　∴-時庭セ>5L

-→　-l　1 --一

斉占回れ瀦ノ乱　　　丁繍))1簡保セ>2-

番象辛目而ノヾワニ玖鬼zEE
金額L鷹狩

∴　　･一　一_

r'∴T.･- J ~∴. ㍉:･-'',･.

急等誓/＼平細　　鞭毛
二一一　　一　　　　　　-

:- ∴---

7ニ　ス/回

っ/7/､一丁二次店　かつ孝公園

ノ､-ワニ敗慮　　莞聾/会場

乙､､～くこりまつり寅年香喚金､t凡人､当の象

乳薬園牙3恒直摘-'きらり鯛栗東盈　んく-
アニメTh,ぐりの象LB輝線鼻灸　　　乙く

;･･. ∴　　　　　　　●`

? Fl　福祉まつり軌舟乙かlT　　　　終息福如才ー/少-

cJPC周金諦原郷行動､り財ク/L'/(平丸底)

還諒喜環筑敗乙以し､槻6,2^^L
/i7占衝tltんぐりまつり　御薗中学嵐と乱ぐI)の象√玖

金敷展才子
嵐難病乳常-鳥備>fJア)メ,/＼二乗紡勅の虜微贋

横面平常吸､彼堵農玖殊訪問　　　　　2人
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/0月

嵩//荒鵠Z回　議雪質_
んぐりの家⊥L庚貫行番数会ZlE

ス～ス失行を敬承
･.I,I.i t･も.主

2　---

//月　Ail'izi,新鶴金

級数企
アニメrJんぐ恒塚｣エ庚彩千倉鼠色

三･.: -.r-

/ふれわし秀和鰭

牢番｢宅.

ふれか東森緒

宋栄プ三セン

メイヒセ>夕-

彼堵裾永錬成間

/zR　クIJス2ス実行委項金　　　,与＼楯いえ灸館

牙F田ク()ス～ス/ヾ一声r　　　　　　//

アニメrと;･んぐりの家｣へ土壁顧義金

/79埠

/再　校敷金　　　　　　　　平新宅

T勝噛償セガ- ,鞄輝鮭町.像鮎ンクー読解

LL雪竿扱者閣僚d解金　紬シター

啓∴雄健セ>タ-ij5聞
ク/L//ヾ､すLl J=Tち冶＼47仁　Z)tL,ぐりの教

プ人

ヱ//L

Z八

/#^

/克く一

之人

7/く一

二　＼

招　確度溺社I二関すう懲雛鮎兼務象共栄つきセン/fく
北務嵐賂萌葱盆計象象.失預捜曳巷会議､幾和,7-パー

俸庭色,夕へ勉励新聞
錦_幌〕

ニ＼

産
′
者
ア
ク

∵ 忽
念
禁
水
仙



/プ78年/隻

a cんぐりの家_/県層状ニラR,

冬繍刺困人数_　　　∫∫7人

刺同内容 矢野金線､礁ヶ立析内金彼敷金
､一　一一一●　一

席当番為の底食
ノヾ半品後者t-水分咋作東

魂野草の畏行を換金

●

@ /福祉のFG b､んぐり｣ d)孝及告

各一風エー日/o:OD-I+=OD
･ ■･ /  ･ ･ I.

愈象　格本番､リラZケ､ノ､､･一夕旨-.へ､一毎小一･ビ麟病

魔府｢　　　7^

家族.　　鉄

かランf47　　6人

聖教､盈寄付細た鋸勿

(抑北郷社縦形蓬栄軒の介頑固品

湧併障害慮観象施設_冬泉園の厚尊

者乳リノ､trリテ-ya/センターの作品(コ碑-へ-扉･1/7･rDサ此)



O J者付し､T-tVr至急L/T'1

着気圏千席_
､●: ･　　- 1､三

碑新木､線

条ノ麻勝子ノ艶
:'_ ;:''十･二.'葉

蘭平準二線
''1'･ :∴　: ･･∴ぐ

老史T,LL/I30ほoの金線

@こ小助力し＼たたいいた/各確各級耳ラン747団体
･侶人JT(ラン74アのカ々

覆!SRL轟6%襲撃-萱aFiji襲撃,野洲
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財団法人　北海道襲病連

1998年度

支部決算報告書

支部名　音　更　支　部

収入の部

自: 1998年　4月　1日

至: 1999年　3月31日

科目 涛吋�7疫ﾈ蠅�98年度決算 儖Xﾖﾂ�

支部運営補助金 ��ｦ��ﾘ�ﾆﾒ�//0,cc77 �;�>����^(�ｾ��

市町村補助金 綿��4�4��Lj)ct)lc才D ��u�*ﾈv�8｢�

その他の助成金 ��9(b� ��

参加費収入 ��艇4螂b�8/,4cz7 几冰y?ｸ耳7"��ﾈvI,ｸ,(8ｨ耳8ｨ5�7ﾒ�

寄付金収入 鋳�i,W ��

協力会還元金収入 �.b蹠D6��i)4[/タ �;�>����ｺi|ﾘ橙�

募金箱還元金収入 痴8�ﾆ5r�･`iP �;�>����^Xｾ�J��

署名募金還元金収入 定�ｨ4閂�� 櫨�8ﾙ�檠��飲�kﾉ^Xｾ��

販売事業収入 幡Bﾈ�｢u｣ss��iPoP �+R��優ﾂ�

その他の事業収入 ��｣3�6��,cWZ7 ��2��2�

受取利息収入 ��//q ��

雑収入 ��/0,4cZj �5$ﾄﾄ��2���

発病連事業参加助成金収入 ��,)PL777 �-2�

tr/し巧o虐-J 縫2�4csr�メ/.-dP ��

積立金取崩収入 �� ��

前期繰越.金1 艇6ﾈ�ﾆ64｢�/'}/OOJ ��

収入合計 祷ｪ����ﾆ�4｢�/,04lLY,/形 ��ｲ�

科目 �98年度予算 涛吋�7以亥｢�備蔓｣ 

会議費 冂id,のフ 陳笂rﾂsr窿r� 

支部役員会 峯��5��5���u���,ﾈ4�4��J?fz7 佰�+�猛�闔ｩd��48甁�

本部会議費 � 箸�

その他の会議費 �� ��

) 



l科目 �98年度予算 涛吋�7以亥｢�備~考 

事業費 刄N角とL790 鉾�縱B�� 

地区集会費 �� ��

全道集会 締ｸ���h7B�dig/9 坪自J��x蓼敢郎4r�
医療講演会 艇4�4�4��i 

検診相談会 �� ��

機関紙.誌費 筈ﾇ｣rﾃcssr�__∴適,2PO 宥Bﾒ�(蒙�,"�

研修会 鎚4�5｣r�gJyZP 弌ﾉ|xｽY�ﾂ�2�4･ｦﾃ2��ﾉ�ﾂ�

レク.交流会費 �5ｦCvtB�如,'02/ �Hﾊ勇H,ﾘ剪ﾃ偵wFｨ5�7ﾘ5��

地域部会援助費 �� ��

相談員補助 �� ��

活動費 啖F7･Csr�jiS!わ ���*�*I{���)�泳芥.�����

負担金.分担金 �� ��

HSK負担金 盃｢ﾃ�sx4��32%,クク ��

ヒt4んぐソ37∠ �4螽截��基地 �(佝蟹?ｨ��卯��

維持運営費 �73,0クLj 敵Fﾂ�ﾅ�� 

l 【 倬ik�ｼyN��Cグク 僞i�ﾃx4��長盛∠ 
事務消幕毛晶費 蓬���ﾆ64｢�99 ��

通信費 ��ﾆ63sr�JJ八フ �����ﾙ�ﾈﾘﾇ荀ｨﾔﾘｺ�7��

交通費 �� ��

資料費 棉ｳsswﾒ�4!′JJ 售2�

雑費 �� ��

積立金支出 � �� 

予備費 � �� 

次期繰越金 � ��ｨ*ﾔﾈ褪� 

支出合計 儕み乙o♂J ��ﾈ4茱�ﾂ篦�(�｢� 



(北メ各ー5-者′者草月L金吾/プアb'年度 

Jl又人の畜 

て組員 �4Ywbﾒ�金額 

前年廃嫡五度 ��//∫∂ββ∂ 

布祉疲Z:んぐり 訂nS吋綛ﾈ簫�S僖螽訥x�t)[r�ク∫/L5IJ 

リ材ク化,^甲血慮 亶ﾙ�B�9俐ｲ�f�)�ｹ'ﾉY映�龝�Ｉｷﾒ�sID馼��89∫366 

砲互預金利息 ��353 

合､計 汀s傴X�ﾉzR�

え　鉱一の　詐
～ ,穐hL-の鬼と又ぐり �9iMI�YKY�嬰�靈驃ﾈﾆHｩi|2�/∫あぐ7年 

1 ･イブlL/!ヾ､チエ改題 兢�9jI�Ylhﾊ�ｺﾙ{h6ﾘ怩�zL7在jO 

l 三風教-逸億督 ��uI4芥ｵHｷjH8�*ﾘ木�ｸ4ｸ5り�����gZ450 

lノゝ-∴和木､ 豚ﾊ�6x8�7H7B�37/74! 

痛品.補修小コンテナ､ノ禾密一兆 �5ダtt5' 

-般会計へこ 儡OON 

】谷計 �56Z,I,3 

/7?招7年-　5bZZ3占=93を738

次卑ノ史緑風､金　93年7L35月



財団法人北海道難病連
支部会計監査報告書

財団法人北海道難病連　代表理事　様

i-名璃東女幣

2･ 1998告度　支部決算報告書

記

上記の件について､厳正なる監査の結果､適正であることを報告いたしますo

孝を′/年ゲ月　∠日

支部会計監査

氏名　-1,サ祭政　㊨

氏名 印



/ヲヲヲ年度祈皐訂私

学均斉用鼻のl) 7イ/i/i,^､ワニ

∫日金盈久野協鍍金(和郎

占日和見臥
･∴.･一　､二■　∴･:一　L:∴ I  , .･･

開/El矛2姻/ih遼展公　札晩/知日

●　開町循社まつり

/oR牙7回乙し､んぐりまつり

/LR5日　牙ア回クリスぞスパーfl

l. ･､ L I. -.　.:.ll-･;I ･･十∴ ･二･･､･  .･･

金級発行年∫Lq

●　難病垂丁敵変節Z,の協力

担政務牌粁勧

)ヨ本一風腐緑畑ラン(7月2∫Bへ//月27B)

r A. -　1. -

協力金勢の痛教
養/b嫡設置
丸久､メ飾り賂嵐
/ヾサユ炎ノ包



支部名　音　更　支　部

収入の部

自: 1999年　4月　1日

至: 2000年　3月31日

科目 涛吋�7以亥｢�99年度予算 儖Xﾖﾂ�

支部運営補助金 梯��ﾃcsu｢��""ノ∠為_4gP J'cc∠花テク �;�>����^(�ｾ��

市町村補助金 白�662ﾆ7｣u｣r��*��ﾓ3｢� 

その他の助成金 �� ��

参加費収入 冖R��d5｣r�/aク60 倩Hﾊ�,tﾂ�vj叫.クL)スマス 

寄付金収入 滴����� ��

協力会還元金収入 �H�����Cn窄 �;�>����ｺi|ﾘ橙�

募金箱還元金収入 抹�ﾉ�����C27Z) �;�>����^Xｾ�J��

署名募金還元金収入 ��ー67W 櫨�8ﾙ�檠��飲�kﾉ^Xｾ��

販売事業収入 犯ｨ�ﾈ4钁��亡?ごナア �4zH8���

その他の事業収入 畑x�V�｢�･′ククか �6ﾘ�8��J2�

受取利息収入 艇廝� ��

雑収入 程､｢� ��

発病連事業参加助成金収入 津ぺ��4�� ��

trんぐL)の象 梯�E��t?t777 優､肇｢ﾔﾇ鑓唯�

積立金取崩収入 ��� ��

前期繰越金 程艇��4ﾆ｢� ��

収入合計 梯ﾇBx�iuｷ"糢��｢�Pt,7Z7,cm ��

科目 劔98年度決算 涛僖�7疫ﾈ蠅�備考 

会議費 劔877f77 �+X.ﾒﾈ�ｨ7H4�4�� 

t I i 倡浦Io�醜橙�價ZZゐ 嫡ﾃ嶋�ｨﾆ���文通/l離 

本部会 ������ ��

その他の全 剩� ��� ��



科目 剿c悼D�7以亥｢�,99年度予算 儖Xﾖﾂ�

事業費 剳�ｩXｭﾒ��29.∠汐ク ��

地区集会費 全道集会 剪� 辻ﾙ�Yjy?云rﾔ椿謄rﾒﾒﾒﾒ�ｾ��ｹ4R�ｸ�+��49JHﾘﾕ��2%���8�5���ｨ鶇,vdﾃﾊJIJ�,#偵w"�5�7ﾘ5��m烏韈�]ｹ�ﾄｨ�9|9{iuﾉ<Y&��自7��(��?ｨ��旆�

4/9 處�f684�4��

医療 ����守 ��ピr�

検診相談会 � ��

機関紙.誌費. 研修会 レク一交流会費 地域部会援助費 相談員補助 活動費 剩｣u'E��JL)∴すご 
･4E~夕 佑vﾒ�

407クP/ �7｣s涛��

● 劔f7f- 俣BwEE｣r�
負担金 兒ｩ%8ｾ�� ��

HSK負担金 剿�4��i,ZLUク 

● ��_旦f,_Sニッ__P象 �,i.g弓J �4�4�4��

維持運営費 剴B��｢�I,?,EFzPD ��

事務局費 刄N77Z? �,h,H�ﾘ,R�過､偽艶 _i 

事務消耗品費 刄�妻29 �'(+(6�+"�

過 儿��JJETO 鼎H4�4�4��___萱患基嘩さ_政一_"一一一_____"___ 

交通費. � ��

質 俶��豪JJ 訳�6ﾄﾒ�

雑費 � ��

積立金支出 剪� ��

予備費 剪� ���爾�

次期繰越金 剪�bﾃ9~2� ���爾�

支出合計′6'絃/j7i 劔M,成グク ��



I i ( ~ 4-及校現

久野手乙菅万?、員助 /，.0 -ギ〉ジ巧的

品 11 叉~p長ノJ ，竹 1i更がし 1)ヲ之ナ永

新統長穀内初:乙 多務局 やかyトテ内

去さf i人目舜良r] 1(; ~及、病

監企 Jj "十十朱定夫し

(/ 久久保龍雄 /ぐ二ァト荊・

受営委現状全J下積 機v下痢永

，γ |た王こな絞矛 7、勺ン各誌

。 ノJ"ゲrrt矛 1)ラ之す

1/ 中不寸恭ず リウ之ナ

1/ 付すj女将オ リヴ之ナ怒

/{ 乞内ア右ヨー 橋1J}"-荊@

11 ¥ず不寸不完 J簡不グ両者ミ

// ム重[s.1を 勝秀痢努く

I{ 穀内枠彪 多務局乙閉じ、 へかッ卜荊荻

ブヒ海道難釘定評議、頭 穀内砕メt



お花見のご案内

◇と　　き　6月　2　0　日　(日) ll:00-14:00

)

◇ところ　等旨:広　リゾ-　トホテ)Ⅰノ

音更町字東和西3線71　m　42-2220

◇蕃=力tl費　一　人　5　0　01二ワ　(小学生以上)

(飲み物､おやつは各自ご持参ください｡ )

◇日　　程　11:00-12:00　　入浴　　交流

12:00-　　　　　　　=昼食

12:30-13:00　　お楽しみタイム

13:00-14:00　　入浴　　カラオケ

三qL -;ji-≡.

◇申込み　　6月　1　2　日　(二ヒ)　まで

*同封のハガキか､電話(31-8723)で申し込ん

｡送迎バスが:…二∴リゾ_トホテル)I!
10:20　　宝来賓スポー　ツセンタ　ー前

10:30　　水野支所前

10:45　　捻合福祉センタ　ー前

米バスご利用の方は申込みのさいに,乗車場所を

お知らせください｡

◇雅樹･ ･ ･ボラニ/ティアの方t,ヽます

主イ挺　(財) jヒ海道責任病適者二更支部



え即紘一公､各nL)サイク/･L/^､サ二とあわたたし､し-

Ej律㌧柚か｢やっt-日常の諸動が行われフフあPSg-.

ミ　　一　日:I:･　.I:････ ~･･ ･-　十･

号水を-れの緒ち味乞生かせ掃う内象の灸釆& lwフぞ

し､雪たし､Y/思し､ます.

終息2＼､信雄承知作東軒の設立雷撃軒向けF
I.l･ ': ･･  '･･  ･川､1･ ･･ .HJ'.  /I;I ･

氷塊､2れiLた.

負数･審晩がf町域､Z-患う耳や凍え卜に励まLJetL､

雀確り/＼Lt") 9-炭泉､蘇､労の鳴しなり待討プ息

共闘緒軒名目足し久1､Y,､冬-ます,

テ■ :∫:t'･;:I ∴ ..･･_ I...I.､･ I:i- . . ･･_

フ葺きし一息フ～姥東禍社の向l L虎冴よt､断

つレくりをLZL＼望ましり′
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鮮人

　　

㈱48年1川串卵肋馴

　　

1999年㈹O日計赫3鵬
新人傾斜畔謝琳漸桁相会

　

鯛久封
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