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なんれん音更

｢まごころ｣と｢ほほえみJ

支部長　大久保　龍雄

春の草木が一斉に花を付け､私たちにとってもホット安心できる季

節がやって参りました｡今年の冬は､雪が多かったので除排雪には

大変なご苦労があったことと思いますが､皆様にはいかがお過ごし

でしょうか｡

さて､昨年の難病対策の見直しにおいて｢特定疾患医療受給者証｣

の更新が､従来の3年ごとの更新から､毎年更新の手続きをするよ

うに変わりました｡さらに､自己嚢抱の導入や診断基準による対象

患者の削減､軽快患者の登録など､患者や家族に多くの負担を強い

る結果となっています｡私たちは､患者･家族にかかるこれらの負

担を少しでも軽減するため､みんなの力を結集して行動しなければ

ならないと思っています｡

今年の8月7･8日に小樽市において｢発信します小樽から､まご

ころ福祉とははえみ支援｣をスローガンに､第31回難病患者･障害

者と家族の全道集会が開かれます｡私たちを取り巻く問題に対する

理解を広げ､医療と福祉の更なる充実発展をめざして開催されるの

ですが､私たちの抱えている問題の解決に大きな力となってくれる

集会ですo

音更支部では､この集会に患者と家族の方が参加し易いようにい

ろいろ計画していますので､大会要項や支部報をご覧のうえ多数ご

参加下さい｡

本年度の支部総会において､新しく3名の方が役員として運営に

参加していただけることになりました｡道内の支部のなかには役員
の数が少ないので活動が思うようにできないというところもあるよ

うですが､私たちの支部はまことに恵まれていると感謝をしている

次第です｡

支部独自の行事等も､多くの皆様に参加していただけるよう工夫

しながら進めて参りたいと考えていますので､本年度も一層のご協

力ご支援を賜りますようお願い申し上げます｡

(2004年5月記)
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なんれん官軍

2003年度活動報告　①

月日 �>�vV儁H����ﾈﾈ��

4月5日(土) 冉ｸ､9;�>����檍ﾇhｬHﾛ��札幌 伜)62�

6日(日) 們�k�%99h�(檍ｶ2�札幌 伜)62�

14日(月) �#��)D�7育浦H檍ﾇhｬHﾛ��事務局 伜)69(i�ｩO)vi�Xｷi]ｸﾙ)>�"�

// 倬ik�ｼx檍ﾍｲ�事務局 汎ﾆﾉ69(h絞�Xｷi]ｹ4��Xﾌｸ紘ﾙ)>��

20日(日) 倡浦I�ﾘ橙�共栄コミセン 等�ﾂ�

75月17日(土) 冉ｸ､9;�>����Uﾘｶ8醜橙�札幌 几�>�越R��

18日(日) ��9;倡浦Hｺhｶ8橙�札幌 ��Xｷi]ｲ�

21日(水) 冩�醜橙�共栄コミセン 悼�ﾂ�

24日(士) �7��ｸ4ﾈ985ﾈ99V�th,ﾈ檠��ﾔﾈ7X8ﾘ6(4��ﾘ橙ﾘ8�6(5ｨ�ｸ5r���

// 仗洩9|ﾘ�th,ﾈ橦3��D頽ｨ棹橙ﾘ8�6(5ｨ�ｸ5r���

28日(衣) 坪檠_�](�檍ｶ2�事務局 的�ﾂ�

6月1日(召) �?ｩgｸｫ8�"陷i��&9�ﾈｺhｶ8橙├�2��ﾘ橙�二東京 伜)6:Hﾙ)>�越R��

2日(刀) ��x�ﾙ�>���ｨﾗ9:��東京 伜)6:Hﾙ)>�越R��

3日(火) 儖ﾈ�8迚YBﾓ���D雍ﾉD��,ﾈ8�6(5ｨ�ｸ5r���

8火(日) �;�8ﾉ&霎h迚YHｺi¥ﾈ橙�釧路 伜)6:I�Xｷi]ｲ�

12日(木) ���Jﾘﾗ4蔗經r� ��

25日(水) 冩�醜橙� 悼�ﾂ�

29日(日) �*�Hﾊ��簡保の宿 �#��ﾂ�

7月8日(火) 倬ik�ｼx檍ｧ��事務局 妬�ﾂ�

13-日-(日) 兀�8-ﾈ,(.��*�,h-8*��ﾈﾜ�ﾘyY�85ｨ985��ｲ��4ｨ987�93c定ﾌ)LﾉHB�

24日-(木) ���Jﾘﾗ4蔘｣S�� ��

･8月2-日-(土)- 3日-(日) 冉ｸ､9;�>�����9;偖x橙�札幌 ��)�ﾂ�

27日(水) 們hﾋIV�th,ﾈ檠fｸ､9;倡浦Hﾈｳ3��D雍ﾉD��X橙ﾘ8�6(5｢ﾘ5r���

9月4日(木) 冩�醜橙�共栄コミセン 的�ﾂ�

8日(月) 偃x夊*(,(��*ﾈｶ9x鮎r� ��

10日出く) ���ﾔﾉ]ｸﾉ(�.h.溢���b���ﾔﾈﾘ(ｬY]ｸﾉ(ｧx怩册霈r��)�ﾂ�

18日(木) ���ﾔﾉ]ｸﾉ(�dｹn"�帯広保険所 ��I�ZHﾙ)>�+2�

ユ0月5日(日) �?ｩgｸｿ��"陷i��&9�ﾈｺhｶ8橈･�8･逢ｩ)洩ﾈﾗ9:��アグリアリナ 的�ﾂ�

16日(木) ��c���*ﾈ��･��)Y�8ﾇh柯ﾟI.��X橙�役場 儻�>�+2�

19日(日) �>��ｫ8�"陷i��,ﾈﾏ�zﾈ檍耳ｩBﾘ7�5ｨ92��#)�ﾂ�

23日(木) 冩�醜橙� 妬�ﾂ�

29日(水) ���ﾔﾉ]ｸﾉ(�H樣Tﾘ辷�5ｨ985��ｹdｹn"� ��I�ZHﾙ)>�+2�

11月5日(水) ����4�8ｨ5�7ﾘ5�7��ｸ6X4(��ﾗ8効醜橙� ��9�ﾂ�
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なんれん音更

2003年度活動報告　②

11月11日(火) �*ﾉ+x,h,ﾈﾚy&ｲ�役場 ��I�ZHﾙ)>�+2�

17日(月) ���Jﾘﾗ4蔗經�� ��

25日(火) ��c(��*ﾈ��･��)Y�8ﾇh柯ﾟI.��X橙�役場 俛)>�+2�

28日(金) �(��4�8ｨ5�7ﾘ5�7��ｸ6X4(��ﾗ8効醜橙�ふれあい館 �#��ﾂ�

12月7日(日) �4�8ｨ5�7ﾘ5�7��ｸ6X4"�ふれあい館 �����ﾂ�

12日(金) 冩�醜橙�木の○ミセン 添�ﾂ�

18日(木) 倬ik�ｼx檍ｶ2�事務局 �9�ﾂ�

19人(金) ��9>�迚YI+zI��ｸ�,�,I*)6I�X,"� ��

1月19日(月) ��c8��*ﾈ��･��)Y�8ﾇh柯ﾟI.��X橙�役場 俛)>�+2�

25日(日) 俚(�盈鞍)Oﾈ��;亳9�iD靠�~x橙� 抱ﾙ)>�越R��

2月2日(月) �(ﾅ隰ﾈ乘���x,Xﾙ�*ｨ�8ﾙ�+X+ﾘ+�,h,���+x.俔(ｶ96B���-を厚生労働省､坂口力大臣宛てに打つ 

10-日(火) 倬ik�ｼx檍ｶ2�事務局 �9�ﾂ�

12日(木)I ��cH��*ﾈ��･��(ﾇi'8ﾟI.��X橙�役場 几�>�+2�

15日(日) �>�YH����(,ﾉY�9�y7�,亊h+x.侈ｨ�,ixｩ&ｸ橙� �#��ﾂ�

21日(土) 22日(日) �;�8ﾉ&霎h迚YIo�醜ﾊH�8橦�oｳ)?｢�jll% 俛)>�越R��

3月11日(木) 冩�醜橙�木のコミセン 悼�ﾂ�

20日(土) 冉ｸ､9;�>����檍ﾇhｬHﾛ�#��9D�7��札幌 ��I�R�

// ��h��k�%99h�(檍ｶ8�ｨ腦g����I�R�

相故件数､ 24件

会　見　数

協力会見

1.患者会について　　　　6件

2.病気､医療費について　7~件

3.福祉制度について　　11件

103人(2004年4月10日現在) (半分は腎友会)

23人

日本患者･家族団体協議会(JPC)の国会請願署名

182筆(街頭帯広保健所他)

寄付有り難うございます

西候恵介様　30,000円　　　山畑敏子様5,000円

音更町社協様　108,454円　　　匿_卑様　1,000円

帯広全逓信労組様1,643円

-31



なんれん音更

支部名

収入の部

財団法人　判兼道発病連

2003年度

支部決算報告書

自:2003年　4月1日

音更支部　　　　　　至‥2004年3月31日

科目 支部運営助成金 �#��9D�7疫ﾈ蠅�2003年度決算 �%�献ｨ冷�OXﾖﾂ�

99000 �� 

市町村補助金 �3��ﾃ����300000 �俔�*ﾈ.h.��

50,00 田�cr�…花見クリスマス 

14609 萄��ｺi�ﾂ�

つてフt 鼎���� ��

募金箱還元金収入 �� �;�>����^Xｾ�J��

刀:金収入 ����� ��

販売事業収入 �#Bﾃ����9,803. �,x���ﾈ.�4ｨ987�92�

受取り利息収入 �� �� 100 �� 

319 �� 

腰痛連番某参加助成金収入 鉄�ﾃ����96,793 ��9;��ﾘ檄H檍ﾇhｬHﾛ械��?��B�

つて入 � ��

収入合計 �126,581 ��#bﾃS���� 700,000.2 塔sRﾃ#3#｢ﾂ� 

-4-



なんれん音更

支出の部

科目 剴#��9D�7疫ﾈ蠅�2003年度決算 儖Xﾖﾄ��

.A8 剴��ﾃ����102,444 ��

/TL.ヒコA 剴3�����33000 佰�,ｩN��･*H�I��:H腦g��

本部会 � 鉄�����69,444 

10000 ��

508,000 鉄釘ﾃ��B� 

地区集会費 育.A 剪� 倅Ig唔�ﾙ��.�6�5��

20000 �#���#Cr�

医療講演会 検敦和怒△ 剪�10,383 

1400 �� 

+ 剴ﾇ �3����ll,891 陶D�8���

研修会 ホtL未∠ゝ 剴S����20,230 �*�9*H自I�?�?｢�

1｢0000 ��c�ﾃ#���:花見クリスマス 

士尭/-i �-6-番t �� ��

相談員補助 剪� ��

活動費 �5000 鉄づC���;ボランティア保険､電話､交通費､他 

一∠＼担金 冤l,00 免ﾂﾃ����国会請願 

HSK負担金 �3000 �2ﾃ����i.第三種 

拠也金 � ��適齢丙連｢患者､家族団体括軌育成基金｣ 

作業所援助費 � ���づCSB� 

102,00 ���Rﾃ��� 

事務局費 事務消耗費 通信費 交通費 資料費 雑費 剴S����58,50 道6Hｴ9�8�����ﾂ�

2000 ��ﾃピ��コピー用紙､カートリツシ 

3000 鼎�ﾃCSR�;電話料他 

200 鉄�s�� 

積立金支出 剪� ��

予備費 剪� ��

支出合計 剴s��ﾃ����803,261 ��

次期繰越金 剿ﾂ�ﾂ�71,971 辻�

-二1-



財団法人北海道難病連
支部会計監査報告書

財団法人北海道束病連　代表理事　様

記

1.支部名　音　更　支　部

2･ 2003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iEであることを報告いたします｡

占之∠抄ダ　年　年　月　2　日

支部会計監査

氏名薪後項ふ

氏名人生賂蕗衡

-6-



なんれん音更

2004年度　活動計画

月日 �>�vR�場所 

4月.11日(冒) 倡浦I�ﾘ橙� 

5月15日(土) ��9;儷ﾘｶ8醜橙�札幌 

〝16日(日) ��9;倡浦Hｺhｶ8橙�札幌 

6月27日(日) �Hﾊ��簡保保養センター 

7月11日(日) 兀�8-ﾈ,(.��*�,h-8*��総合福祉センター 

8月7日(土) ��9;偖x橙�小樽 

-〃8-日(一日) ��r��小樽 

未定 �?ｩgｸｫ8�"陷i��&9�ﾈｺhｶ8橙���飲�kﾂ� 

to月 亅8�"陷i��ﾏ�zﾈ橙� 

12月5日(日) �4�8ｨ5�7ﾘ5�7��ｸ6X4(�ｲ�ふれあい交流館 

2005年 �� 

2月 俎X�橙��ｩ&ｸ橙� 

2月19日(土) 冩�醜ﾊH�8橙�中標津 

〝20日(日) ��r��中標津 

※会報:年3回発行

ー7-



なんれん音更

財団法人北海道蕉清連

2004年度

支部会計予算書

自:2004年　4月　1日

至:2005年　3月　31日

収入の部単位:円 

科目 �#��9D�7以亥｢�2004年度予算 儖Xﾖﾂ�

支部運営助成金 涛津����99,000 亊)>��$(��ﾈｾ��

市町村補助金 �3��ﾂ�����300,000 �俔�*ﾈ.h.��

その他の助成金 �� ��

参加費収入 田�ﾃcsR�70,000 �Hﾊ唏4�8ｨ5�7ﾘ5��

寄付金収入 ��Cbﾃ�途� ��

協力会還元金収入 �3"ﾃ#S��40,000 �;�>��ﾖﾙ$(ｺi|ﾘ橙�

募金箱還元金収入 ��10,000 �;�>����^Xｾ�J��

署名募金還元金収入 ��ﾃC#"�10,-000 ��8ﾙ�檠��飲�kﾉ^Xｾ��

販売事一業収入 湯ﾃ��2�20,000 ����ﾈ.�I�ﾂ�

その他の事業収入 �18,000 ��

受取り利息収入 澱�100 ��

雑収入 ��ﾃc�R�929 ��

難病連事業参加助成金収入 涛bﾃs�2�60,000 ��9;��ﾘ檄H檍ﾇhｬHﾛ���9;偖x橙�

医療講演会助成金収入 �� ��

積立金取り崩し収入 �� ��

前期繰越金 ��#bﾃS���71,971 ��

収入合計 塔sRﾃ#3"�700,000 ��

-8-



なんれん音更

支出の部

科目 剴#��9D�7以亥｢�2004年度予算 儖Xﾖﾂ�

会議費 剴��"ﾃCCB�90,000 ��

支部役員会 剴32ﾃ����30,_000 佰�,ｩN��

本部会議費 �69,444 鉄�ﾃ����;JR宿泊代､札幌 

その他の会議費 � ���ｳ���ﾒ�交通費 

-事業費一 剴S�.���B�524,000 ��

地区集会費 � �� 

全道集会 �211,247 �#��ﾃ����小樽､貸切りバス 

医療 ����10,383 ���ﾃ���� 

検診相談会 � �� 

機関紙.詰費 冤l,891 �3�ﾃ����年3回 

研修会 �20,230 鉄�ﾃ����中標津､一泊二日 

レク.交流会費 �160,291 ��c�ﾃ����花見､クリスマス 

地域部会援助費 � �� 

相談員補助 � �� 

活動費 �58,408 田�ﾃ����ボランティア保険､電話､交通費他 

負担金 兒ｩ%8ｾ��ll,000 免ﾂﾃ����国会請願 

HSK負経金 �3,000 �2ﾃ����第三種 

拠也金 � ��道東病連[患者.家族Efl休活動育成基金J 

作業所援助費 �108,454 �� 

維持運営東 剴��Rﾃ��2�86,000 ��

事務局費 �58,500 ���ﾃ����電気料地 

事務消耗品費 �1,879 �3�ﾃ����トナー他 

過 俶��40,455 鼎�ﾃ����電話料他 

交通費 � �� 

質 儂��5,079 澱ﾃ���� 

雑費 � �� 

積立金支出 剪� ��

予備費 剪� ��

支出合計 剴��2ﾃ#c��700,000 ��

次期繰越金 剴s�ﾃ都�� ��

-9-



なんれん音吏

2004年度音更支部役員

No. 役職 氏名

1 支 部 長大久保龍雄
ノ~~ジャー病

昌IJ支部長
2 

腎友会

会計監査
飛鷹 清広

3 事務局長 穀内 さかえ
ベーチェット病

4 L:>、 計 清水
リュウマチ

てr:;;: 優子

5 会計監査 中村 泰是
橋本病

6 運営委員 宮内 浩子
橋本病)

11 児玉香枝子
小鳩会(ダウン症候群親の会)

8 JJ 村中 仁志
脊髄小脳変性症

9 JJ 戸崎 陽子
脊髄小脳変性症

10 IJ 穀内 律雄
ベーチェット病

11 JJ 平原 秀樹
腎友会

12 JJ 竹内 淑子
心臓病の子供を守る会(心友会)

13 " 村田 美由紀
潰傷性大腸炎、クローン病友の会

』ーーιーー・一一一

4 北海道難病連評議員

会音更支部事務局

穀内律雄

北海道河東郡音更町
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なんれん音更

欝花見に参加して

6月27日(目)､十勝川簡保の宿で､お花見交流会が行われましたo

到着早々温泉に入る人､久しぶりに逢い話をする人､大広間で昼食を

食べながらカラオケ､支部の皆さんの歌上手なこと､リズム感もバヅチ

リ･ ･ ･｡

支部恒例のスカットボール｡今年は少しルールを変えてのチャレンジ､

ワイワイ言いながらパットを打って優勝したのは､初めて交流会に参加

して初めてスカットボールをやったと言う､ Tさんでした｡

今回､ 5人子供さんの参加がありましたが､ボランティアさんのマジッ
●　クに驚きと不思議さに目を輝かせていました｡この子供たちから沢山の

パワーを貰い､とっても楽しい一日となりました｡

(た)

募金屠設置にご滋剖凱lています

与十勝勤医協柳町医院様
･:tJ I_7

〒080-0121北海道河東郡音更町柳町北区1

態L　30-3111

与　向平健康堂薬局様

･･ -　∴

1　1r

/

二二二
〒080-0101北海道河東郡音更町大通7丁目3-16

湿し　4212526

★募金箱設置にご協力いただけるお店等ありましたら､ご一報下さいo

- iliE



定疾患医療受給者証の更新手続きをお忘れなく

-

_｜

　　　

｜

　

昨年より特定疾患医療受給者証の切り替えが、10月１日からとなりました。そのた

めに更新手続きを７月１日～9月30日迄の期間にしなければなりません。

昨年、帯広保健所より医療受給者証を受け取った時に、

てきていますのでご確認の上、早めに手続きをして下さい

問い合わせ先帯

嫉牡頑

の申請用紙が同封され

217ト8637

　

今年も半年が過ぎました。

　

難病連音更支部も新年度をスタートした途端に事務局始め、役員が５

月６月に次々と入院すると言う患者会ならではの出来事が起きてしまい、

５月に発行予定していた会報が出せず、総会報告が遅れてしまいました。

　

他役員が緊急に役割分担して、全道集会のバス利用の案内と花見の案

内を出す事が出来ました。今は花見を無事終えることが出来、ホットし

ています。

　

役員の大半は通院、入院そして日常療養生活の合間を見ての活動ですの

で、お互いへの思いやりと患者会活動へめ≠ネルギーを大切にしたいと

思います。

　

※全道集会には19人が貸切りバス

(こ)

　　　　　

HSK ・ なんれん　おとふけ

編修人（財）北海道難病連音更支部大久保龍雄

　　　　

〒

　　　　

音更町

　　　　　　　　　　

TEL/FAX

　　　　

昭和48年１月13日
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