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お花見のお知らせ
時:6月29日(日) 11時～14時

一　斗　新二かんばの宿十藤川(TEL･46-2141)

費　用:中学生以上1,000円

小学生　　　　300円

内　各二入浴､食事､カラオケ､スカットポ~ル

迭吐バス出ます:抱合福祉センター10:30

本考え所　　　　10 : 40

介助が必阜fJかiボランティアさんもいます｡

中　込:青史丈申事務局TEL･FAX 31-8723へ

●　坤切･.6月24日(丸)

き鼻監鯉±些～パークゴルフに似たゲームで､点数によ

って頼位を決めますQ昨年の花見の時の偉藤倉は甘え

合のSさん､草魚藤倉は小鳩舎のSさんでしたo

今年の侵藤倉はr=-れ?

●　日

<もくじ> ･北港逆井病逢30周年･協す広告のお顔1､

･伍金丸書･福祉まつり



祝　-1ヒ海道難病菜巨　3　0　ノ司年

支部長　大久保　龍捷

会員の皆掛こはお変わりなくお過ごしのことと存じます.日臥支部の運営に対しまして特

段のご支壊ご協力を賜り心から感謝を申し上げます,お蔭掛こて平成1 4年度に予定しました

行事等は滞りなく実施することができました｡

さて､北海道難病連が発足以来3 0年が経過しましたn本年度の全道集会は｢3 0周年記念

難病患者･障害者と家族の全道集会｣として札幌市において開催されますD

また､難病センターの増改築も完了し,道内の患者一家族への支援と共に地域医療の充実発

展に寄与する活動拠点として活用されることになりました｡宿泊施設も増えましたので利用し

易くなっています｡

昨年度は･ d難病対策の見直しと医療制度の改革〝が進められることとなり､大きな論議を

巻き起こしましたが､全国の患者団体の活動により最悪の事態は回避することができました｡

道発病連の事務局長が代表の一人として委員会に参加し､積極的な役割りを果たしたと盆会の

折に報告がありました｡

医療費公費負担の対象とする疾病については, ①希少性､ ②原因不明､ ③効果的な治療法未

確立･ ①生活面への長期にわたる支軌　という4つの要素により決定されるということですが

毎年見直しが行なわれるとされたことから､今後の方向については予断をゆるさないものとな

っています｡

6月1日､ 2日に東京都で行なわれる日本患者･家族団体協議会(JPC)総会と国会への

請願行動に音更支部からも2名が参加し一難舶者･豪族のための見直しや改革であ-て欲し　●

いと願い､私たちの声をJ PCに結集させることになっています｡

私たちの支部活動は｢みんな仲間｣という気持ちを持って推進しています.私たち一人ひと

りが行動することによって困難な問題も解決に向かうものと思います｡変わらぬご支壊ご協力

をお願いいたしますD

◇　　◇　　◇　　◇　　◇　　◇　　◇　　◇　　◇　　◇

第　2　4　回　全　道　支　部　協　法　会　　　5月18El　札幌

030周年記念全道集会-･-8月2日全体集会　3日　分科会
0道東支部役員研修会-L･-･2月21日　22日(平成16年)標茶支部担当
○全道各支部.部会の医療講演会--･支部事務局にお問い合わせください｡
○共同作業所の頼介---･･･音更,十勝､釧銘､相川､函館､札幌



2002　年　度　活　動　報　督

4月　7日　支部総会(共栄コミセン､ 7人)

5月1 0日　帯広保健所地域保健推進課保健師2名来局

1 1日　北海道耗評諌旦会(札幌､代理･大久保)I.

12日　全道支部協議会(札幌､大久保)

27日　役員会(共栄コミセン､ 7人)

6月11日　会報発送　No･54

16日　道東地区支部協議会(釧路､大久保)

23日　花見(簡保の宿､ 15人)

26日　遠軽支部結成大会-メッセージ送付

7月　9日　静内支部10周年にてメッセージ送付

14日　福祉まつりinおとふけ(総合福祉センター)

カンパン販売(6人)

8月3 ･ 4日　掛売患者･身障者と家族の全道集会(釧路､ 4人)

8日　北見日赤看護大学保健師科実習生来局

25日　佐々木恵美子道議野外交流会(文化センター､ 1人)

29E]役員会(文化センター､ 8人)

9月　9日　帯広保健所依頼の実習生(帯広市看保健学科生) 2名来局

30日　会報発送　No.55

10月　6日JPC署名行動(町産業まつり会軌4人)

11日　帯広保健所訪問(2人)

18日　役員会(共栄コミセン､ 6人)

20日　難病患者･家族交流会(共栄コミセン､ 12人)

23日　帯広保健所訪問(3人)

29日クリスマス実行委員会1回目(共栄コミセン､ 8人)

11月　8日　会報発送　No･56

25日クリスマス実行委員会2回目(すずらんど､ 14人)

12月1日　第12回クリスマスパーティー(すずらんど､ 97人)

11日　役員会(共栄コミセン､ 7人)

1月25 ･ 26日　道東地区支部役員研修会(根室･ 2人)

2月　6日　役員会(木野コミセン､ 8人)

9日　落語会･福祉相談会(共栄コミセン､ 19人､ 13人)

･相談; 7件(友の会､病気､難病連､福祉械器)

･会報; 3回発行　･案内-ガキ; 3回(総会､全道集会､落語会)

･JPC署名;378輩　･募金;13,109円
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財団法人　北海道兼摂連

2002年度

支部決算報告書

支部名君
収入の部

二　　　　　　　一

巨:2002年　4月　1巨

至:2003年　3月31己

市　町村補助　金

その他の助成金

j 2002年度決算

I ｢ - rcL圭LLSl"ミ町

_近(_適_蕗頭金:_定見_J_/_/IZ,三_Zh
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2002年度予算 圭2002JE度決算

レク･交流

部会援助費

!支　出　合　計 oDOi L穴と6タ_Z`列

サ　ー



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

1.支部名号更文節

2. 2002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o

926:U､カ年5<月/夏日

支部会計監査

氏名　tL＼＼宙/杏射⑧

氏名　麓盈冷え㊥
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2003　年　度　活　動　方　針

4月20日(日)　支部総会

5月17日(土)　北海道難病連評議員会(札幌)

1 8日く日)　北海道蘇病連総会ー(札幌)

6月1日(日)･2日(月) JPC総会･国会請願(音更より2名)

6月　　　　　　　花見

7月　　　　　　福祉まつり

8月2日(土)･3日(日)全道集会(札幌) /泊2-日頃和/;メ

9月　　　　　　患者･家族交流会

1 0月　　　　　J PC国会請願署名行動

12月　7日(日)　クリスマスパーティー

2月　　　　　　役員研修会

鵠演会･相談会

3月　　　　　　会計監査



栄一声猿人　北海道東病連

2003年度

支部会計予算書

支部名　音更

告: 2003年　4月　1≡

至ニ2004年　3月31≡

部運営助

参　加　費　収　入

協力会還元金収入

募金箱還元金収入

雑　　　収　　　入

立金取崩収入

J前　期　繰　越　金! L{L,占i

収　入　合　由　∠史占ヲ2

支出の部

/.之6､r.`㌢/:

科　　　　　　　酎2002年度決算 2003年度予算
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積立金支出 白���

予備費 �� ��

室次期繰越金 �#b� ��



財箇法人　北海道難病連

第30回　難病患者･障害者と家族の全道集会

実　施　要　綱

1 1集会の名称　　第30回難病患者･障害者と家族の全道集会

2･主催　　　　　財団法人　北海道難病連

3･開催日　　　　2003年8月2日(土)､ 3日(日)

4.開催地　　　　札幌市内

5･目的及び主旨　難病患%･障事者とその家族の抱える様々な問題を明らかにし難病対

策の必要性を訴えると共に､北海道難病連の活動をアピールし､難病

間麿に対する社会の理解を広げることで地域の医療と福祉の充実･発

展に寄与する｡

6･主な内容と日程第1日　8月2日(土)

7.参加者

8.後援予定先

3 0周年記念全体集会(かでるホール) 14:00-

記念諌演

患者･家族の訴え

基調報告ほか

記念レセプション(札幌プリンスホテル) 17:30-

第2日　8月3日(日)

分科会　(疾病別医療講演会､患者家族交流会など)

会場　北海道難病センター､かでる2. 7､ホテルユニオンほか､

全道の発病患者･障害者とその家族､役員及び兼ランティア､医寮福

祉関係者､一般市民など

約500名

北海道　北海道議会　札幌市　札幌市議会　北海道市長会

北海道町村会　北海道教育委員会　札幌市教育委員会　北海道医師

会　札幌市医師会　北海道看護協会　北海道医療ソーシャルワーカ
ー協会　北海道共同募金会　北海道社会福祉協議会　札幌市社会福

祉協議会

聖二_ー



協賛広告寄付のお申し込みについて
この協賛広告のご寄鵬､私ども北海道郎連が8月2日に札郎内で開催する｢30周

年記念難病患者･障害者と家族の全道集会｣の開催のための資金として利用させていただ
くものですo当日は､専門医などの医療講演会や患者交流会など､一般市民にも醜した

分科会も実施されますoぜひともご協力をお顔いいたしますo

協賛広告受注票の記入について

協賛いただけます場合には､お手数ですが別紙｢協賛広告受注票lの協賛社針ご住所
などの連絡先､ご担当名と広告サイズ､および原稿内容をご記入いただき､北海道断連
までご送付いただくか､お顔いに伺いました難病連役員にお渡し下さい｡指定文字､マー

ク､写真などの原稿がある場合には同封いただきますようお顔いいたします｡

プログラム協賛広告料金について 1ページ16コマ 

標準サイズ �#c�茹ピ"ﾒ�SH7��縱(���リ 湯ﾃ���冷��S���冷�1ページ8コマ 

倍サイズ 4分の1サイズ �8｢�SH7�8ｨ���CB�����88ｨ�縱"�ノ �3�ﾃ���冷� 

2分の1サイズ 〇､, ����Eb�8���CB�#(7����C�� 鉄�ﾃ���冷�������冷� 

1ページサイズ2リノ 

※ただし､指定文字･マーク･地紋･アミ目の使用､写真版の使用などは版下のご提供

をいただくか､別途版下料1ページで4,000-8,000)が必要です｡

こ送金の方法について

銀行振込の場合

郵便振込の場合

そ　の　他

口座名　財団泣入北海道難病連

｡座番号　北海道銀行南一条支店(普) 484-301

北洋銀行札幌酉支店(普) 544~184

口座名　　財団法人北海道難病連

Fj座番号　02780-8-19713

協賛各社(個人)には､掲戟プログラムを一部贈呈いたしますD

カラー印刷はできません｡

料金はできるだけ､お申し込み韓にお預けいただけますと幸いです｡
30日とさせていただきますo

印刷日程の都合上､
不明な点につきまして披､ 下記-お問い合わせ下さい｡

【お問い合わせ･お申し込み先】

〒064-0809　札幌市中央区南4条西1 0TEj
北海道難病センター

財団法人北海道難病連

なお､本状をご送付いたしました後､担当事務局よりご確認のお電話を差し上げる場

合もございますが､なにとぞご配慮を賜りますようお願いいたしますa
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福祉まっ iｎおとふけ
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・2003年７月13日（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連絡をくだ

　

さい（昼食用意しています）。

・連絡先：ＴＥＬ・FAX

　　　　　　　

（穀内）

＜鎬集後記＞

　

寒かったり暑かったりで体がついていかれません。

皆様はいかがお過ごしですか？

先日、地震がありましたが、そんな時いつも思うのは

非常持ち出しの品を用意しておかなくては…。

でも、今回も思うだけで終わってしまうのでしょう、きっと。

　

29日の花見には、皆さんとお会いできるのを楽しみに

しています。

　　　

（と）

　　

ＨＳＫ・なんれん

　

おとふけ

霜集人（財）北海道難病連音更支部大久保雅雄

　　　

音更町

　　　　　

昭和４８年1月１３日第３種郵便物略可

　　　　　

2OO3年６月10日発行通響第３７４号
蜀行人北海道身体障害者団体定期刊行物協会細川ク
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