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HSK なんれん

おとふけ
No. 62

お花見のご

日

　

時

　

2005年6月１２日Oﾖ）

　　　　

10:30～14:00

昭和48年1月13日第三種郵便物許可

　　　　　　　　

ＨＳＫ通巻第3冊号

2005年5月10日

毎月10日発行(Ｕ

(会費に含まれています)

編集ｌ財団法人北海道難病進音更支部

発行：北海道身体障害者団体

　　　　

定期刊行物協会(HSK)

内

会場

　

十勝川温泉簡保の宿1階大広間(ＴＥＬ46-2141)

　　　　　

(身障者トイレ有、介助者おります)

参加費

　

1入].、000円(小学生以下300円)

内容

　　

温泉入浴、昼食、室内ゲーム、スカ外ボール(景品付き)、カラオケ

申し込み／切

　　　　

6月８日(水)

送迎バスあります

　　　　　　

J.0:００

　　　　　　

:LO:10

　　　　　　

10:20

総合福祉センター前

木野支所前

宝来

申し込み先難病連音更支部事務局

ク

∂
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｢いっLJ;に777イタース応擢集会｣へ

支部長　大久保　龍雄

たくさんの雪に悩まされ､春先の冷え込みにも耐えて､ようやく百花咲き乱

れる　過ごし易い季節を迎えることができましたo

待ちに待った春到来というところですが､皆様にはいかがお過ごしでしょうか｡

さて､今年の第32回全道集会は8月6日､ 7日の両日､札幌市において開

催されますが､例年と異なり｢難病患者･障害者といっしょに北海道日本ノ､ム

ファイターズを応援する全道集会｣ということで､札幌ドームでのプロ野球観

戦が中心となりましたo

ヒルマン監督の言葉｢最後まであきらめない｣をスローガンに日々戦い続け

るファイターズを､みんなでいっしょに応接しましょうということと､これを

機に参加者相互の一体感を高め､難病連活動の一端を多くの人々に知ってもら

おうという願いを込めての開催となります｡

音更支部では､患者･家族の方がこの集会に参加し易いように計画していま

すので､大会要項や支部報をご覧のうえ､多数ご参加くださいo

北海道の難病対策は､難病センターの設置を含めて道民の健康と生命を守る

政策として大きな実績をあげており､全国的にも高い評価を得てきましたo

しかし､肝炎や橋本病患者-の医療費助成の見直しなどが行われるなど､本

質的には3 0年間にわたって大きな実績をあげてきた対策の後退という危機に

直面しています｡

私たちは､全道集会-の参加や､支部等の日常的な活動を通して､難病患者･

障害者とその家族の抱える様々な問題を明らかにし､難病対策の拡充を訴え続

けていかなければなりませんC

支部独自の行事も､多くの会員の方々の参加が得られるよう工夫しながら進

めていきますので､先ず【`気軽に参加"そして交流する中で､ ①病気を正しく

知ること､ ②病気に負けない心を育てること､ ③本当の福祉社会づくりをめざ

すという患者会の役割を土台に据え､私たちを取り巻く問題が一つでも二つで

も解決できるよう､共にがんばりましょうQ



2　0　0　4　年度子吉動草炭告　　　　　　NO. 1

活動月 緬>�vR�場所 ��ﾈ蹴�

4月 倬ik�ｼx檍ｶ2陞�hｬHﾛ��事務局 的�ﾂ�

支部総会 冦穎ﾈ5(7�5ｨ92�10人 

役員会 冦穎ﾈ5(7�5ｨ92�5人 

どんぐりの家共同作業所総会 仄I:�ﾈｼh��2 

5月 冉ｸ､9;�>��$)�ﾘ橙�札幌 ���ﾂ�

6月 兀�8-ﾈ,(.��*�,h-8*��Xﾘx+��総合福祉セプター ���ﾂ�

道東地区支部協議会 仭ｩр�1_人 

役員会 冦穎ﾈ5(7�5ｨ92�10人 

花見 豫云ｸ,ﾈ��20人 

7月 乘(ｭY�(檍ｶ2�木野コミセン 妬�ﾂ�

事務局会議 倬ik�ｼr�3人､ 

福祉まつりinおとふけ ��ﾘﾘyY�85ｨ985��ｲ�7人 

事務局会議 倬ik�ｼr�5人 

なんれん｢おとふけ｣NO.60発行 �� 

8月 ��c3���fｸ､9;�>�����9;偖x橙�小樽1泊2日 �#��ﾂ�役員会 冦穎ﾈ5(7�5ｨ92�9人 

佐々木道議と語る野外交流会 兌h嶌5ｨ985��ｲ�2人 

9月 ��)��揵Eﾙ¥��ｸ�th,ﾈ橙��(揵th,ﾈ橙��,h*�+�&霎i��xﾘ檠�ﾙzy�ﾘ檠�Xﾘx+��帯広保健所 �)�ﾂ�

帯広保健所実習性との懇談 倬ik�ｼr�3人 

10月 ��(揵th,ﾈ檠fｸ､9;倡浦Io�醜,h,ﾉ�Xﾘx+��ホテルノースランド ���ﾂ�役員会_ 冦穎ﾈ5(7�5ｨ92�9人 

脊小友の会とかち地区連絡会設立捻会 ･交流会 ���ﾔﾉ]ｸﾉ(��5人 



2　0　0　4　年度子吉動草炭告　　　　　　NO. 2

活動月 �>�vR�場所 ��ﾈ蹴�

ュo月 �>��ｫ8�(耳彿��,ﾈﾏ�<x橙�木野コミセン ����ﾂ�

機関誌会議 倬ik�ｼr�4人 

11月 �4�8ｨ5�7ﾘ5溢�ﾗ8効醜橙����?｢��木野コミセン ��)�ﾂ�

機関誌会議 倬ik�ｼr�4人 

なんれん｢おとふけ｣NO_61発行 �� 

クリスマス実行委員会(2回日) �-8.ｨ*�*(ﾏ�zﾈｭ��16人 

12月 ��c�H��4�8ｨ5�7ﾘ5�7��ｸ6X4"�ふれあい交流館 ��#)�ﾂ�役員清水優子さんご逝去 �� 

役員会 冦穎ﾈ5(7�5ｨ92�5人 

1月 倬ik�ｼx檍ｶ2�事務局 �9�ﾂ�

医療講演会講師との打合せ ���ﾔﾉ;�h檠V����3人 

2月 �;�8ﾉ&霎h迚YIo�醜ﾊH�8橙�中標津 ���ﾂ�

役員会 冦穎ﾈ5(7�5ｨ92�7人 

医療講演会-相談会 ｢知って得する薬のはなし｣ 冦穎ﾈ5(7�5ｨ92�20人 

3月 倬ik�ｼx檍ｶ2�事務局 的�ﾂ�会計監査.実務担当者会議 倅Ig��1人 

役員会 冦穎ﾈ5(7�5ｨ92�8人 

○日本患者･家族団体協議会(I P C)全国請願署名　170筆､募金　5361円

○募金箱設置場所
･向平健康堂薬局様　　　　･十勝勤医協柳町医院様
･帯広徳洲会病院売店様　　･ ∫ A木野第2給油所様
･木野温泉様

○相談件数
･病気について(1件)　　･身障手帳について(1件)
･重度医療について(1件) ･難病連について(2件)
･医療費について(1件)

○会員数　　2005年4月8日現在　1 15名



財団法人　北海道耗病連

2'004年度

支部決算報告書
白: 2004年　4月　1日

至: 2005年　3月31日

支部名　音　更　支　部

収入の部 �� 

2004年度予算 �#��ID�7以亥｢�備考 

ー_____?"2_GZZm_ 峯��+ﾅ�･�,u���道軒病連助成金 

町､補助金 劍�ｸﾄ儖ｷ$ﾔ��耳磁��8�ｲﾒﾒﾘ耳耳耳耳耳爾ﾒﾒﾒ�

/ 

寄付金収入 �� ��

▲一､ヽ- �� �;俛)V���ｺi|ﾘ橙�

- �� �;冦YV���^Xｾ�J��

- �� 櫨�8ﾙ����飲�kﾉ^Xｾ��

ノ乙∠Z了Z~P:~P 筈鉾ｲ�鰍磨n____"__……____"_"____ 

のの収入 �� 刋��ｨｵE����2(�8耳耳爾%�峯��8�5��2�

産取利白収入 �� ��
プこ �� ��

ーJl ��【 

.㌔ �� ��

前期繰越金 ��/ ��

収入合計 �5踐ﾒ�■3/ ��



科目 �2004年度予芽 �#��ID�7以亥｢�備考 

f′く ��

一∠ゝ �� ��

∠ゝ. �� 遍IIS"������･��%��ｵ��

医療策演会 �� �.�#ｩ4ｹ�8ﾆ(磁��ｵ�ﾘ�3ﾕ��%�����

畝∠ゝ �� ��

･誌 �� 物ｫI7丑��

研修会 レク.読-A穿 ��_～ 價9wI8�7亰H益�������%�ｨ爾ﾒ��

泉私_豆鵜玖透敵___""___ 
A �� 

疏娩f冬険▲太線……__--. 
･∠担金 �� 庖���ﾙh�､y.��･�T8ﾘX�x�H耳爾�

HSK負担金 ��___ー…33m 

道楚病連｢患者.家族団体活動育成基金｣ 

維持運営費 事務局費 事務消耗品費 ��つくフ ��
ノ巨 

.rr丁こ∵ �8c#(�｢�揖:-.姐要ylプと0-盆也___- 

しト}ヽh 

.-r �� ��

積立金支出 �� ��

予備費 � �� 

支出合計 � ��ﾘ�ｲ� 

次期繰越金 � �� 



財団法人北海道難病連
支部会計監査報告書

財団法人北海道耗病連　代表理事　横

記

1.支部名/を史

2. 2004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

竿方丈,タ年　夕月　L51日

支部会計監査

-賂篠碕/>A　㊨

鶴丸　客筋-　鞄

-6-

a



2　0　0　5年度　子吉動計画

月日 �>�vR�場所 

4月 倡浦I�ﾘ橙�木野コミセン 

5月 冉ｸ､9;�>�����ﾘ橙�札幌 

機関誌発行.(N0-62) ��

6月` �Hﾊ��簡保の宿 

道東地区支部協議会 ��

7月 兀�8-ﾈ,(.��*�,h-8*��総合福祉センター 

8月 6日-ノ7日 ��c3(��fｸ､9;�>�����9;偖x橙�札幌 

未定 �?ｩgｸｫ8�"ﾈ彿��&9�ﾈｺhｶ8檠��飲�kﾂ�未定 

9月 �>��ｫ8�"陷i��,ﾈﾏ�zﾈ橙� 

11月 亢�ｭh顋Jﾘﾗ2���ｳc2�� 

12月4日 ��c�X��4�8ｨ5�7ﾘ5�7��ｸ6X4"�ふれあい交流館 

2月 25日-ノ26日 �;�8ﾉ&霎h迚YIo�醜ﾊH�8橙�音更 

3月 �9|8ﾗX�橙��ｩ&ｸ橙� 

会計監査.実務担当者会議l 倅Ig��

※機関誌‥年2回以上発行



財団法人　北海淑病連

2005年度

･草　更　支　部

自 2005年　4月　1日

至‥2006年　3月31日

-8-



科目 �2004年度決井 �#��YD�7疫ﾈ鯖OXﾖﾂ�

く∠タとクe 唳Eb� 

地区集会井 集会 � �� 

私_晩/A之且一徹抑ノ瓜….._ 薯諾莞纂如.jIIII 追払:2lリス乙ス_(_h一一____…….‥ 黍コy升ア食後さ_ゑ逸象徴.…_ 

医溌辞済会 検診相散会 機関紙.瞳費 研修会 � ��

相放泉南助 活動井 負担金.分担金 HSK負粗金 � ��

義姦衰義経三協丸盆_=____一一_. l雑‥‥ー__ー___"-----------.I 連鳩者.家族団体活動育成基金｣ 

JGZ7m 

iiiiiiiiiiiiii- ��
持運営井 �%��5�D･ｧ�����5�ﾃ�2�$ﾆbﾆ奉�ー____∠ー‥ー_ 俶�ｵI�)Yu�襄��5��ｸ�5�����E��ｲ�

コヒ0-鍵込た◆ 

凍立金支出 � ��

斉 �� ��予備 支出A計 �� ��

⊂l 次期繰越金 鋳� ��



2005年度音更支部役員

役 職 氏 名 部 ，6... 
τr::;;: 

支 部 長 大 久 {呆 龍 雄 ノ〈ージャー病友の会

事務局長 穀 内 ム」ーて: カ=
、

ベーチェット病友の会え

会計 キす 国 美 由 紀 潰蕩性大腸炎・クローン病友の会

会計監査 飛 鷹 1青 広 腎友会 (人工透析)
@ 

J/ 之ノさ[l.J 重 勝 後縦靭帯骨化症友の会

運営委員 ノLSじ 玉 男ロミ 枝 子 小鳩会 (ダウン症候群)

JI 元合来凡 内 律 雄 ベーチェット病友の会

IJ 竹 内 淑 子 心臓病の子供を守る会

JJ 戸 崎 陽 子 脊髄小脳変性症友の会

JJ F呂L下

内 千告 子 橋本病友の会

Jf キナ 中 J亡Iと工九 脊髄小脳変性症友の会
@ 

I1 村 中 ノレ
句』、、

子 脊髄小脳変性症友の会、、

女 (財)北海道難病連評議員穀内律雄

女 (財)北海道難病連背更支部事務局

音更町



支部の取り組31
1､全道集会に参加します

日時　　8月6日(土)､ 7日(日)

【6日】

全体集会　1 3 = 0 0-札幌ドームにて日本ハム対西部の野球観戦

夕食交流会　1 8 : 0 0-アパホテル&リゾート札幌1階メイプル

宿　　　泊　　アパホテル&リゾート札幌

【7日】

●　　分　科　会　9=00-難病センター､かでる2･7､男女共同参画センター

詳細は北海道難病連発行の『なんれん』をお読みください｡

(参加費について)

･支部独自の貸切バスで行きます｡

･バス料金は会員･家族･賛助会員の方は無料ですD

･直接本部に申し込みした参加者は､事務局にもその旨をご連絡ください｡

･全道集会の参加費については､補助をいたします｡ (会員･家族のみ)

･補助する金額は参加人数により決める予定です｡

2､ ｢福祉まつりinおとふけ｣に参加します

●　　主催　音更町社会福祉協議会

日　時　　2005年7月24日(日) 10:00-14　00

会　場　　総合福祉センター

音更支部は､当日出店して難病連音更支部を知っていただくことと､運営資金

を少しでも得るために古本他を販売する予定です｡

※古本提供と販売のお手伝いをして下さる方､ご協力をお願いしますQ

･古本～文庫本､小説､趣味の本､子供本等､

>　出版年月が10年以内くらいの本

>　事務局へご持参下さるか集荷にも伺います｡

･販売お手伝いの方～当日9 : 3 0会場に集合

>　午前だけ､午後だけ､ 1時間位でもかまいません｡

>　支部事務局へご連絡くださいo　お待ちしていますo



　　　　　　

第26回全道支部協議会の報告

　　

平成17年ｓ月･lｓ日

１平成17年度道東地区支部役員研修会・

　

音更支部の当番で､平成18年２月25. 26日め両日開催に決まりました。

２第32回全道集会

　

８月６日(野球観戦)７日(患者会ごとの分科会)の両日札幌市で行われます。

３第33回全道集会《18年度》

　

平成18年８月５．６日の両日帯広市での開催が決まりました

　

会場は､文化ﾎｰﾙ､とかちプラザを中心に行われ、宿泊ホテルはノースランドです。

４その他

　

道東地区支部協議会

　

６月２６日釧路市

　

支部の代表が出席します。

［工Ξ］

　

2001年より役員として

　

共に活動してきた

　

清水優子さん

　

が逝去されました

謹んでご冥福をお祈り致します

繊

　

集

　

後

　

記

　

今年の天気はどうなっているのでし。にうが？暖かくなったり、雪が阻ったり、気温差

が激し＜、皆さん仇調はいかがですか？

　

うちの田は５月の中旬に、インフルエンザにかかり大騒ぎでした。

Ｄｒも驚いていまし芝が、咀の通う保育園では、大流行だったようです。

　

恥が、役胃になってから１年がたちました。振り返ると楽しかったことや、大変だっ

たことが思い出されます。今年もまた大役を弓I受けてしまいまし芝が……大文夫かな、

　

今回の会報はいかがでしたが？会員の方に喜んでいただける樋報などを載せられたら、

いいな～と思っていますが、何かごさいませんか？

あったら事務局までお知らせ下さい。

　

お花貝、色道集会の参加の申し込みをお待ちしております。

全選集会で

　

岨坂ＶＳ新庄

　

が貝れるかも……

　　　　　　　　　　　

《前田l

ｊ←･

　

－

－ Ｔ

　 　

－

　 　 　

〃

H8K ・なんれん　おとふけ

編修人

発行人

（財）北海道難病連音更支部
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