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患者　一　家族の楽しし､交流を
支部長　大久保　龍雄

連日の好天で過こし易い日々が続いて屠ましたが･反面｢雨がほしい｣と願う方も多

買ったのではないでしょうか｡ここ数日･雨に忌まれ畑の作物も生気を取り戻したようで

自然界のバランスの大切さを改めて思い知らされたように思いますe

会員の皆様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます｡日頃音更支部の運営に対し･

特段のE:支援と協力を賜り心から感謝を申し上げます｡お陰様にて予定した行革等は滞り

なく実施することができました｡

さて､私達を取り巻く情勢に日を転じますと-昨年はハンセン病訴訟に勝訴するという

画期的なできことがありました｡全道集会における感動的な記念講演の様子が広報誌で伝

●　　∴ .∴二二　　■ ･■ .∵　　　∴

反面ー年々厳しさを増す難病対策､小児慢性対策の後退､医療制度改革による医標賢の

負担増､郵便事業見直しによる低料第三種の見直しの問題等･私達を取り巻くさまざまな

問題が山積しています｡

本年度の｢患者と家族の全道集会｣は釧路市で開催されますが･これらの問題について

更に理解を深めるためにも多くの会員の方々が参加されることを期待します｡例年のよう

に各部会ことに分科会も開催されますのでーここでの交流は大きな収穫が得られるものと

思います｡

音更支部の活動推進については､多くの会貝の方々に参加していただくことを願って､

●　交流会の内容を充実させ､行事の回数を若干増やすなどして''みんなで楽しむ頼会川を

多くしていきます｡交流会やレクリェ-シュンは患者会活動の重要な要素の一つttrと思っ

ています.病気で苦しみ.悩んでいる仲間たちとの語らいの場やうちとけた交流の場を設

け､困難に立ち向かう勇気と力を培っていこうではありませんか｡

またー全道集会や研修会等の参加に対する経費の助成を､できるだけ多くし.個人負担

の軽減につとめたいと考えています｡不明の点は気軽に事務局にお問い合わせのうえ多数

の万が参加されることを願っています｡

私達の活動はー会員相互の交流をはかる中で病気を乗り越える勇気を培うこと･さらに

は病気の原因究明と治摂法の早期確立を求め.患者と家族が希望を持って明るい生活を送

ることができるようにと願って行っています.

支部活動は　"みんな仲間日　という気持ちを持って推進しています｡一度お顔を見せて

下さい｡私たち一人ひとりが､碑極的に声を出し､行動していくことにより.困難な問題

も解決に向かうものと思います｡今後とも相変わらぬ.こ支援ー　こ協力を心からお願いLj

たします｡
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2　0　0　1　年　度　活　動　報　告

4月　　支那会計監査･三役会誌

恩田武美旭川支部長逝宏にて弔電打つ

音更支部総会　(木野コミセン)

役員会

5月　　全道評議員会(札幌)

全道支部協議会(札幌)

会報先行

役貝会

6月　　道東地区支部協議会(釧路) i名

患者･家族の交流会(誠寿司) 5名

町社会福祉大会実行委見合(福祉センター) 1名

7月　　字校祭にて物品販売(音更高校) 4名

役貝会

8月　　全通集会(札幌) 5名

町社会福祉大会実行委月全く福祉センタ-) 1名

佐々木思美子道議と語る交流会(文化センター野外) 1名

9月　　会報発行

町社会福祉大会(福祉センター) 5名

1 0月　J P C署名行動(町産業まつり会場にて) 3名

クリスマスパーティ打ち合わせ会(共栄コミセン)

クリスマス実行委員会(共栄コミセン)

1 1月　会報発行

標茶･弟子屈支部設立2 0周年記念の集い-祝電打つ

クリスマス実行委貝舎(共栄コミセン)

元役員の藤田一斉さん逝去･にて弔電打つ

1 2月　クリスマスパーティ(どんぐりの家作業所との共催)ふれあい交流館70名

役貝会

2　0　0　2年

1月　　道東地区支部役見研修会(阿寒町) 3名

佐々木思美子道議の新年交流会　く共栄コミセン) 1名

2月　　保健　福祉に関する懇談会Bt相談会(共栄コミセン) 8名

3月　　本部会計監査.実務担当者会誌(札幌) 1名

役貝会

3月3 1呂現在　会員数　1 1 6名

会報発行3回､案内ハカキ2回(全道集会･総会)

相談件数　　電話　4件ー訪問　1件　(友の会･病気のこと等)

J P C署名　1 00筆､　募金額　1 16 1 2円

どんぐりの家共同作業所への協力(イベントバザー等)

一　つ



財Efl法人　北海道難病連

2001年度

支部決算報告書
白. 2001年　4月　1日

至･ 2002年　3月31日

支部名　　音　更　支　部

1　収入の部

科目 �#���D�7疫ﾈ蠅�J 2001年度決算 儖Xﾖﾂ�

支部運営助成金 梯���684��o○C �;�>������ﾈｾ��

市町村補助金 岬$��ﾆ��60.POD ��ﾂﾘ�x8｢�

その他の助成金 �� ��

参加費収入 躍�� ��

寄付金収入 �� ��

協力会還元金収入 ��～36St �;�>����ｺi|ﾘ橙�

券金箱還元金収入 ��束89S �;�>����^Xｾ�J��

署名募金還元金収入 �� 櫨�8ﾙ�檠��飲�kﾉ^Xｾ��

販売事業収入 締�2�.T5Z♂773 �6ﾘｭ停逖自JｨvB�)��板ﾙx��

その他の事業収入 �� ��

受取利息収入 ��//,i ��

雑収入 波ﾒ� ��

某薪善事薫参加助成金収入 ��---.---主要-04-Fiぎー 處yOﾆb�$xﾍﾂ�
萱 ����

-^'4軒ー 訳蔗�cO 

〃てス八.-f1卓ii: ��jIPo ��

耕iz:金取崩収入 �6���� ��

前期繰越金 艇7h4�糲4糘�/57./7/ 鳴�

収入合計 土�ﾘ痔2��ｳ���豪誓霧_ ��
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i科目 �2001年度予算 �#���D�7以��iOR�

事業費 僞1ぐ 俟ﾂ�dcs鐙�ｲ�

地区集会菜 全道集会 医療講演会 検診相談会 機関紙.誌費 研修会 � 奉ﾕ�窕?��Hr苒粭堤&迄羽r籔��繒苒ﾂ粐粤｢粐�?�謦�

( 

F l I 剪� 剩｢�

; 

レク,焚流会斉 剪�������

地域部会援助費 相談員補助 活動費 � ����

i 剪� � 

T ∫ ! 剪� � 乖篦騫仭���S"ﾅ5��2��

負担金 唳Zｩ%8ｾ�� ����

HSK負担金 恒ぐ幸二 [√入 � ��啌荀b��r�

i i I 1 剪� 

I 

持運官費 僥r.Coo ��騷�ﾖ8ｶ����

事務局努 �00 ����

務消耗品昇 � ����- 

昇 ��..ー∴瓜l.g+.?. � ��

交 儂�� 剽"�

芽 ��1方､ 剪�

費 � ��

⊂し-艶 剪�

積立金支出 劔/∫`8､000 貿hｺﾘ峪^2ｲ�

3予備費,ル1⊃ 劔 箸�

次期繰越金 劔i/a 鳴�

f支出合計700.000 劔革た-.ガ蕃ー 7タ6好07 

4こ､



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

記

･･支部名青史

2. 2001年度　支部決算報告書

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白

Gお,cc～年夕月　こズ日

支部会計監査

氏名　ムLil/杏劇　⑧

氏名　茄獲請五番
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2　0　0　2　年　度　活　Jb　方　針

4月　　支部総会

5月　　全道評議兵舎

全道支那協議会

6月　　お花見

8月　　全道集会(3日. 4日釧路)

9月　　音更町福祉まつり(JPC署名)

10月　患者･家族の交流会

1 2月　クリスマスバ-ティ

2　003年

1月　道東地区支部役月研修会(25EL26日根室)

2月　　保偉･福祉に関する懇談会よ相談会

3月　　本部会計監査･実務担当者会議

会報　年3[司発行

財政活動　締め飾り　カロリーかんはんの販売

∠､



科目 �2001年度決舞 �#��)D�7疫ﾈ蠅�備考 

支部運営助成金 冫Zpcc 津�6�2r�道難病連助成金 

市町 竸(�ｾ��L>C.I?クD 認���皮-J愈f., 

その他の助成金 � ��i 

参加費収入 � 琳4���花良.1-JR～ス/LC-Ty. 

寄付金収入 � �� 

■協力会還元金収入 �33.占ケ �64ﾅ���i宣難病i垂協力会 

葬金箱還元金収入 剋ﾔFjLd �2�����道程病連募金箱r 

署名募金三景元金収入 � ��JPC国会相原署名募金 

販売事業収入 刄K3/ 都��rr�メ飾al-如-` 

その他の事実収入 � �� 

受取 湊�x�?ﾂ�//i 宙7B� 

雑収入 � ��｢inr� 

鍾宗連事業草加助成金収入 ‥t;i又;JIB,-36;-ーLiT �---fZか04.,jh-cg- ��y)｢繝��ﾒ�定��h咾ﾘ+(,Bﾒﾒ�i ---j 

協力会還元金収入 �'���ｨｶ8�B�ccLP0 侭��>����(ｺi|ﾘ橙�

葬金箱還元金収入 倆Df､ﾆB�3.000 �;�/iV���^Xｾ�J��

署名募金三景元金収入 �� 櫨�8ﾙ�檠�ｨﾋH��kﾉ^Xｾ��

販売事業収入 �4ｳ2��7007' 淋��ﾈ�ﾆ�ﾂﾙmﾈ��ﾂ�

その他の事実収入 �� ��

受取利息収入 梯��(フ ��

雑収入 ��∠&也 ��

鍾宗連事業草加助成金収入 抱�8�ｶe｢艷b讎���ｲ�∫丁.88∂ ��

Iヒ~くく一yJ7' 弗�� ��

■2TFて}ハV-T:( 乃f�� ��

積立金取崩収入 ��cL)CO ��r�

前期繰越金 �6ﾓx5粨�ﾃr��TT.i/∫ �｢�

収入合計 ��ﾒ簫籏ｦR粐�7cc.L70♂ 肪�



科目 剴#���D�7以亥｢�2002年度予算 儖Xﾖﾂ�

事業費 剿ﾄi(b縢版｢�∫ま3.00ク ��

地区集会費 �� ��

全道集会 肘�ゅth4��/｢DDO ��ｹ:�<��ｵ��*ｵ���ｨ耳�3ﾕ��8�9?｢褫ﾒ�

医療詐済会 �� 

検診相談会 �2絣s6��/oo○0 ��

機関紋.誌費 汀定�w"�√9000 ���8ｷ8�ﾂ�

研修会 泥ﾈ�｢��w鞋ｶ��20.000 ��ｲ���8ｸE�5yyU��2襄��%���5�簀����扼v�.ｪ(ｸ偵x�ﾈ5���5��

レク一交流会費 亦�eB�0ク0 

地域部会援助費 �� ��

相談員補助 �� ��

活動費 ��h*ｳ���oO 儘ﾄﾃ9Eh亦脩XYy������ﾕ��8�5��B��ﾉD�:ｩ{b�

負担金.分担金 梯���ﾂﾂ�/ノceo 

HSK負担金 傍��ノ之ooO ��

rJ'くJF〃衷 �9D�4��2� ��

作入る 貿dﾃｶﾄ�9��30.000 ���ﾂs�ﾙ?�4ｨ6ｩ��+8+ﾅ���5��%���E����ｲ%���

持運営費 帝d雨�霹��37.OOO ��

事務局費 �-)' 占.〇〇〇 柳��� 

事務消耗品斉 蜜9�9�6ﾒ�/ーoク0 �6w"ﾘ485ｨ�ｵ��

通信費 �(.ヱ£ユ3 ��C����亀吉畠､/､カ^封運T/] 

交通費 � �� 

斉料努 僂O 抱*b�4�� 

建費 � �� 

プヒU一族二 僮O �� 

積立金支出 剪�#����ｳ�� ��

予備費 剪� ��

次期繰越金 剪臚�,d������ ��

支出合計 劔U"��700.000 ��

Q



200  2 王手彦主要佳ヲ丙う車宅三子要三E三芝音13.::(，交声霊1

支部長 大久保龍雄(パージャー病部会)

言Ij支部長 山田 秀則(心臓病の子供を守る会)

(会計監査)

事務局長
穀内 さかえ(べーチエッ卜病部会)

会計 中村 泰是(播本病部会)ー

• 
会計監査 飛躍 清広(腎友会)

運営委員 児玉 香枝子(小鳩会)

宮内 浩子(橋本病部会)

清水 優子(リウマチ部会)

戸崎 陽子(脊髄小脳変性症部会)

穀内 律雄(ベーチエット病部会)

• (財)北海道難病連評議貝 穀内律雄

婁佳ヲ丙三重吾雪要主ラξ 音 β 専ヨL矛売声号

幸三r~ 田了

q 



第　2　3　回全道支吉β協議会

5月1 2日､札幌市に削}て全道支部協議会が開催されました｡協議会は､各支部の代

表者が出席しいろいろ話し合いをするものですが､各部会の代表の方の参加もありました

以下､主な協議内容等を簡単に述べますo

追放地区で初めての遠軽支部が桔成され　24支部となります｡

遠軽支部結成大会は6月29日に行われますb

部会では日本網膜色素変性症北海道支部が加盟し29部会(13600人)となりまし

た｡

8月3日､ 4日の両El釧路市で第29回全道集会が開催されます｡分科会や全体集会は

4日(日)に行われます｡ 4日は日曜Elですが､ ｢和商市場｣も特別にオープンするそ

ぅです｡ (なお､分科会の一部は3日に行われるものもありますので､詳細は大会要項　a

-後日配布-で確認して下きい)

道東地区支部役員研修会は平成1 5年1月25日､ 26日の両日根室市で開催されます

難病連は来年3 0周年を迎えるので記念事業を行いますDなお･現在増改築中の難病セ

ンターは平成1 5年の3月か4月頃になります｡

本年度の難病連の会議等の予定､各支部の地域医療講演会開催予定などについて日程調

整を行いました｡

その他支部と部会との連携をどう進めるかなとが話し合われましたA

●

全道集会に関して､音更支部の取り組み

J Rを利用希望の方･介助希望の方は､直接音更支部-申し込んで下さい｡

支部より補助金が出ます｡ (参加人数により決定するので､後E]参加者の坊に

お知らせします｡ )

/0
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2００２今三７月１４曰 （日）

音更町総合福祉センターにて

・音更支部では財政活動としてカロリー

　

カンバンの販売をします。

・当日ご協力いただける方は進絡をくだ

　

さい（昼食用意しています）。

・連絡先:ＴＥＬ・FAX

　　

ＨＳＫ・なんれん

　

おとふけ

編集人（財）北海道難病連音更支部穀内さかえ

　　　　

音更町

　　　　　

昭和48年1月13日第3種郵便物認可

　　　　　

2002年6月10日発行通巻第363号

発行人北海道身体障害者団体定期刊行物協会細川久美子

　　　　　

札幌市西区八軒8条東5丁目４－18
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