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ERCIc:nCEL:EBL:nuEHnC3Wnu的3nC3Zln32m杓ZFnCEc3%TZTnuZL3SGEL:nCEE=nurnE34

I_.T州雌病榊韻文はセンター　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.4

QygT二コ｢ス
叫/l rLu　〒F'14-鵬67 1川If':紙:i H 146-34　　　　　Tlく1. 059-223-50.35　FAX (伯9･223･5064

に-mfu) mlL･-nnnhvo,"･川mPt OCn nL･ Jp　　　い-ム/ -- / httl):〟mH11hl叫t/mh~mH11-ヽ1→

･l.I.k I H II :川紙子]　　　　　　　　　　　　　　　　　　権子)I叫　･l川■･肘rL川日,i:上IJ11:ン/J日

脚蜘彬僻抑柳紗㈹柵納仰㈹倫桝伸輔琳砂
- 7年を振LJiLFiって:-

I 1卜を振り)I去り､多くV))j々かご,I,LL川代,来fI)fにil/JlH.淡をいただきE Lた

lLl.kJ'さを11つてはしいとu).ll?J'(,I.).トけLt,jL去LたlLl.A-]'ミL/)矩it_支IJ;汁:i川体あり､それそkLlミLj)..ill

､L/-を迎えE Lた　それ以外に(Tl少肝Jrl,JU)ノjからr'rlじ･Jll･)'八をHつ､山ポV)'交流l'ミを?)むJh h.もーり王した

Eた､ ｢..附二手,[･j'1㌧'て幸) i-,えないなせl∫l'JJY=け/)､】とh"/J/L,て来｢'れた))か｢仏だけでE tt山､L/)です11

少し'^UJfL,,那,船二/Ltり　E Lた｣と′克伽/lltriりJノさされE Lた

枕づ;に-)いては｢-ローワ-I/ ) '刑1!]係矧;■】をr‖1-'Tl.■Jr;･rlL/)lI止1JiをLてきたした/附(,lI'J体/)t多帥多

肘こ,T,)7Jことで子J政uF)lI丈り糾/+壬】王だrが-)けLt,れていねい汁ULEです日付l,I.1{に刈L肘E'JH'Ll川.･Lii'/U''JJ,

抱えている【∫い`/:に-JtLl/Jtる就,);i/)l朋J､を.,JFえていきたいと!出し､たす

肘榊)..Tr壬,か',<t射二｢センJ/-｣を利川てき､ ′JきrrTJbにつtLtけていきたいと.lLト,ていE十

:fTl_L,I.㌔肝JlL･川1.淡iA掘セン'/一　所1く1/._々イく　LンJ

三重県難病相談支援センター地域別登録申し込み数(6月～1 2月)

セン}/-て紙とJ)二賀IJ､】をさせていただいてから､ H H5キ′,と多くu)根録をいただき､ありかと')二さい

主した　′｢子,2手,､ ､一'?センター/'Jllj,I);kする佃.淡}/こ､ /i:LポCiミ′二･Tw)!AiFJ､】をしていきたいと.1山､七十

センターて姐七を二(7,-ヤ'_J))JEt､ _･TrLr.1.封印】佃.淡女はセンターEておHHい.'ナわせください

地域 疾患 估ｹkﾂ�四日市 凭俾ﾒ�漢 傴ﾈﾞ2�南勢 志摩 ��｢�紀北 亢�>ﾂ�他県 俘xﾇb�

脊髄小脳変性症(SCD) �"�2 �2�23 �"�12 澱�1 ���1 鉄2�

勝原病 ��b�7 途�22 途�20 �#��1 ��� �����

てんかん ���0 ���0 ���0 ���0 ��� ���

網膜色素変性症 �"�2 ���5 ���5 迭�1 ��� �#��

リウマチ ���0 ���2 ���1 ���4 ��� 唐�

パーキンソン病 �3��ll ��r�58 免ﾂ�33 鼎��5 �"� �#���

潰癌性大腸炎.クローン病 湯�12 ��"�24 湯�15 ����0 ��� 涛��

筋萎縮性側索硬化症 ���2 ���3 �"�0 �2�1 ��� ��2�

心臓病 �"�2 釘�10 途�14 �2�3 ��� 鼎R�

原発性胆汁性肝硬変(PBC) 迭�10 迭�10 途�15 ��2�2 ��� 田r�

もやもや病 �"�1 �"�2 ���1 �2�0 ��� ��"�

多発性硬化症 釘�1 �2�3 ���2 迭�1 ��� �#��

後縦靭帯骨化症 迭�4 唐�27 �"�17 迭�3 �"� 都2�

その他 �#B�5 ��B�30 釘�38 �3b�4 ��� ��Sb�

合計 ���"�59 都��219 鉄"�173 ��c��26 唐� 塔コ�

･.rく　仙r,r.I, 1 Y.け人rl反

-1 I

W
H
m
m
悶
関
川
閲
四
則
仙
川
右
目
悶
母
m
M
H
m
E
]



Et制粗相…七･/サー溝脚夢
*】■AIrIl　平JA17年4月1日-12月81日

*相談内容*　　　　　　　　　　(件)

糠ih妄′E:.i■LT;- �55 

･kJ流会.′1､-I.;JJJ八 JLltI< �6:与ti 

也+T会 �7′1 

[') 冤x+�Vﾇ"s･ﾘﾅr�7ーう 

良 倩9�y7��66 

_.LTtTi 勍l 

放づ∫ �33 

そL/)他 �50 

(千.言い �1879 

*対応･活動先*　　　　　　　　(什)

心GLt.言J川T) �0 

山iq-会を紺介 �2こi 

医嫉rli-)係を紺介 �10 

保祉所を紹介 �6 

i' 倩85ｨ985籀/���樞�=ー 

･TIE病仙淡文掘センターで �902 

その他 �5 

介.汁 �)R,ll 

IgB t･･,サー輔-用-
･ 33l=1　269人利川

各団体の疾患別学習会･突流会

I 1 Lr川†体　　5 6tLrTr'馴杜

参加#放　　2088人

ホーLAペ-ジの開放･漣営

･ 6)]　　ホーム--シ関目kL

アクセス件牧

:主91 0什(181I･こijJ6rI瑚イl:)

-2

*問い合わせ方法*　　　　　(件)

I.-LL.;-,I �8�2��"�

I:^X 飛�

一.:-メール 豆��

Tj'=lt �.��

来liJ-r �)?｢�

研修会./交流会 �3s��

そ〟)他 ���

汁.汁 ��V#���

節 tIシター相旗件駄　　7 a 79件

l Lな十日(淡内容】

･ ErfIじrLl.ifV)人と日加､したい､ ,ik'流したい

･ ;JJ]気について､射こついて

･ '､EJ-r]LH'Jさについて

･ AE.i祉サーヒスについて

･就J方について

節 患者金の膏成育繍

HJJ　5 H　つはみU)l'ミJ･r･　_Lm辿加Ll.Ji

HJj lミ)H　あけばU)会._'T.:支;l引1　-_公任地的IFf‖111本

HJJ 2 7日　'lY.Lり/､-キンソン友の会　_LT･_Lr.T.-支淋

発足

1 ()JJ　2日　みえ1) liC(/)三ミ日立､'/J_総会､ ..己念.識t'r,;i仝

1 ())]　3日　新しい三さ｢神経組側llLT.Jj-;｣のltu)交流

会U)賀rJi

l 1 H 1 3日　新しい公｢鰭縦靭,Iii:Jけ化JL=_｣ /交流/i:

1 1JJ15日　新しい仝｢多肘伽uf化症｣交流会

1 2JJ 1 8 H SCI) J･T.:i/)会.没､`/I総矢. .j己念｡lVl'L;t'会

日1 1 911新しい:ミ｢脳IT髄Ll生滅少Jl'I三｣ (/)仝L/)

･IF_チ,卜けに/ついて川‖炎

1J]22H　主なⅠ' (松Illj･なんび上う･ I)a I )

e ∩ t)辿三処会.没､?_



S C D三雷の食糧蜘･妃轟傭濃義が鴫儀され書した
､1′l,k1 7fl･1 2日l H H　川) ､　仇たらsH) (肘bh,)､l]ltは†′H.'11日Ll･パーと旧係li･により｢S(､J) :_'T'J)I:ミl

が-'辻､■′-されEした　LIIJLHfに総';′ナ5 ()γ.EtとlJi Eり､ l`JごLJか..I/Jltii-J':とLて･T1人′, I･Jt ,.!fFユ教は･出Jl,.J'k-樹',lL′hL/)

l川1,i-日rIJき　Eした

t'tEt､二(/)IFJH二fLl-,て71':J 1 1 4卜/川fi, E十　F)Jb')てこ州l'･汁.を;l,:T Lt,れたL/)lt帥fA:Illl,r.1.i/)抑lhlt.Jl,JFi;;て十

Jjに　一J蜘左:;'lfrか三uL･Ij卜LL-てhrAjI行J)11こi'j:Jt;,Li-HJJわでし､たLたが､ t'､,j) Lくさや仙†1 ,i,比て′1,､し,)ilたとい')小LLlf､I

E')をしていたJn:u)おかけ-ご別Lが'IJかつたと,[出し､ E十　MI日ji-r'･仙r;ノJ'こて1'']lり】,一.■jtをF川きに以'kとJi･‖/iL､

i SL､1)ノ　ヒ加り　E Lた　そu)]1,,1てJu;′_きし､ /､ン-､.-て州/i-Ei一之L一,かたL')t川Iri'.'卜亡Lた

れ.'=､ tl"rtかL;灸F'ilIJヒLて.'Hl rFI日､糾'Jl叶;:'て胴,i-)､ユ:'んでいた,j)て､ / -1ソ'//)､人きかつたとJL).し､ Eす　病li;亡を

'rlp,､J/ _L L､べ'つと仁'JJl;,.gJJJiにた±り-)き　仁した　それEtF'.Ekll‖′L:･ノ)ノ､ニ′ンスや山iJlj)I'[ヒノ)をllAiりlノこしたい　一心かl､,

てLた　教は]"'zT,i/)てと(/)l'l._帥幸▲代I lrEl]爪二　LT'川Hl./)I.1日.モい､ fJt-'てLT'TLt,tLlいが1F;JIJIiに.1比､化.'t LtLtL ､/　屯l"li

二L/)‥'hlごたりを1., LIてきEした　1-かEt‖1'lLJ桝L/)rF)てiJJxは子) .1､､ ′llu)).ll ;日､/iJ-臼‥■Iに一三日1[めてIr) lt,S(､])lJ_lr打

て∫t,)ろとIJn;りきにH I,,/l I.1-3~/)二と/).L'Ll.H(/).し､(/)HrlrでJ)リ,＼L:りて′己′)らll.1山､ Eした　子JtLlHとして(,TIJ.,JJしてい

た1-　jLJJLJl/)､. I) L I)に′Ihu)l',､ )'てl tLT'丁り　Eせ/i,が､ l川IF'りきtLt心をIJJ-)二_L･てF'l I/JV)′L_I.T,範州ベイ肌Tf/Lj.i;､かり

EづL -'1- Lて､障`.I.はあるけわと代さん(/)才'仏二､■′_てるU)′'Jl/1:lJ. LいL/)て寸

st'Ⅰ)　巾,j)I:: rJll)lj､1;㌧和

帯
し_

S C E)三重の会捨金･音己念講演会風景

『大規模(自然)災害時の難病患者等支援に関する研修会』
･l′l,k I Hイ1 1日2 7 ll (令)､人伽帖災`.-.lLIu).mlJrL･】li',浦上j/lL/);小心

について(/)りl■■fJ桝p:こと-ネルティ-/1カ　′シ=Jンか､州肘ILMI'川.LfFlu) Hrr'

･NIL)(,]センターJ)八Tn'て′ト音を1 lr.il LりIIE地r<二[',ご帥l'ミ純でli,'り主した

lllJItiiI汁川*.41I･.▲:.(ll;.ポ･ I:tL:;_'.;.井上jJ;ネノトリー'/lTTHりヾU),I.r川佃i J'-LtlL E5
に上ろr;)がl傾路人1::,)I)i{/),'tlf.快と抑汁1'越仙'J:言とu)比較かLl'始EりE Lた

佃JJん榊ま帆稚ri､ができ､ ()ミ1.毒一ノ)たIJ)i/)′､サート-(ソ-/を作成できt八､二とは大きf州】拙ノ∴,､ jJ;助がJ.JJき侶1-

州二はIl川t:i l川日は/ン､かろL7)で､そJ):うIHlHJ,Jfと･-) LuF)くLj)か　-tF5馴l川川rLj)人はノ､シャ-/i/)ホケントに:ir.ll

分は入れておくとい')紫がtいJ Eした　上た､抑ElhlLr･.ポEtJ糾城Lj)協ノ)が欠かせ/こいL')で､ ll(子TJ'ミ･ lLtjT,rfにLJltl-,

ていたたく　二ヒ/))t必,Jl/Lt L I)です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r-

後l'･E tlL1..才:ミL/)日イこ刑n･l'iA色-,Jr,: '変･lJl_).'[: rii,:ミ'. ,T･技溺1､ ･河1171.汁紀､

みえこ1 1 s a)i/モ1 11州.fErlを､　▲･Tl:Lr,I<liLf友公■j;-[･IfJHll< ･ ITLT-lEHr ′1:

A.'TT_つぼみV):ミiHi ･川LlllfHl　　一_･TrM.1<焚旺病相.淡丈接センター

I,)ilt- ･ iJ.々木｣,_ (-なとが-ネリストとして､助L1.lli-に.-J.ミIHrTh'一氏､

コーチイネ- I/-としてL!1保full･.I.礼.･■粥1<仲1 1打汁tV)進子Jで進められましたい

I'lrJ!･...さんか｢, T榔;i.Lm...n-ill.1茄を)Lくきたい., itif軌刑i小さな.･l,糾J.主が1▲とい｣という避･雄所相鉄伽)･hが仏えら

かたした]'ミIl,i/I)､｢,.･tこれ･r=lr;1上りで/にく,lJLl縦して?,'えていく必紫があるとい:)J:･がありたした　これをきっ

かけに′｢一).1､ I/JLtさん子,､災`.i,llJfV)仙えやillJ.Lこについて考えてみモせんか

-3一



梅帽地域難病相談会開催.I
-:Ll'El ;'日. ,川1,.1ミrlこけ松l;JlかL-ノー

1 )I 2 2日　日日　′l fをI rlJI.･i O分から'卜縫211.-日()I,)巨で､松r;JitAJH76附人_1こ.､tlk'右にて､ :1ユ:日日1地Ji.hr■Nt･Jl'J]lH

目先公を,-rjF川IlrL t Lた　)i帆二子,止し七れ､ 1 () 7キ′,と多くL/)をJJllが,i,)りtLた

t)つV川､lLl.別のソースに')〉かれて､ lil.斤･ `毒,1'b')iU)'女流や1日E,]i′:･;かありたした

【ぢ)州Jlfイゝ】

･ s L､日.rlL/)pIミ　日'TLllT,i),ト胴JZi:･I`l -),I )

(汁) lり､て/し/い/し帆二三(.fit(/)_:ラ)　巾l,I.1.上.`;i; (~こ/L,'い/レ)

･ 1ゝlFIrl習1,い､純友u)I:‡一･T.:Ur.I;よ,E;に　川3311に病)

･川) rlィ､りrlJ-､′ナ友(/)=う,r･女lH; (リ･l/一､.+)

三重県健康福祉部健康つくLJ墓室長　　　　　lり一,=】L日]t'.氾-,1､.掛川Fl;I,J'こ･T.上.I.F日排川.I.r也-,‡こ′ti:･lEl帖)

書目一夫様(左).轍陣地方県民局　　　　　･ -).'ト'f'/)pIミ,rr　日日棚..J'川))

保健福祉部最　低中経様(杏)　　　　　　　　　心L州1kLf､■jろノミ(,Hll,川抑))

J=LJごあいまつをいただ王手した　　　　　　　　FrH,べJrノ):こ(子バ,子)べ,柄)

･lrEfl州H‖ノミill/i-L'ン'/- Lり･mlJl'Ml.∫;三とjJ三LIL (L肘iJ′L Llr.帆,3ミ)

TF　が一二>

｣二重_ユ　　′

会場の前に.3各団体さんの

色tLJとLJの/(ン7Ltyト

hl並べられさした

相識会風景

(1EE.淡J:て[.LF州J/'i_･ L~こいた/=いた',lL′LノJ ･ '6川[日日.淡=】

_巾Fl')lFFJ､■JrJJFセン'/一一,JJ)lfE k州他｢1..,i(,][_′1

≡::ir･ミr;J'iJulrくE'11nl,価::(.1.1J:こlく　川‖'l ･J'E I,】L′l ､ Ir]If揃r′H HirII,.′山′ 'JEL′l

つ:: tlト抑叫小J/L･/):ミ　1川†､土.I.I;1､ I/. /.,イ1.h

(巾I,I.1､.抑IiJIH.,)ミ上jJ;t'ン'/--FTJrl､　州.仙川ル;三上｣J1日)

(fl ) rIィ､りTl/-,′-T一友L/):こIr川lJ,上.恥,.IJ上.端1く･いE)LH,I (仙淡=)

I:I =ィ､r州･l;i仁-,】JJil十川Fl:/Jplさ,(.上.肌､ IE,jJF.rlT′;Ll (川.剃り

':く/)ltlHノ)∫: ･TIp:ミ八　日目州H,J三州札lfliTTr:ミ)  l日中Jf川(1日‖;三日)

LT.心Tl.:li/i-I:1一ろ1?1こ1､北柁E十(帆.)ミ=)

I:; ,T･,;)やJ):: JLllrL"h (111.11ミLl)

二協力し､たたき吏した'JIL′E )j､ l■11榊fliJ′l E･さん､保仙】)flu,dl師さ/L/､地域ボランティアu)什さん､仙-j三日Lさ

/L/本､■1にrtr'りがとうこさいE Lた

-引-



松阪にユニークな難病患者会｢まなP連｣が結成されました

1日2 2日(=)､セン!/- HIL)■u)松Ell丈地Juk.肘Fl･]川..iL:ミに･llき続き､ EtLI I'辿.r松llJl･tL･んひし') ･.,Fi'･ TT(Patlent)

也-ilir:モノ　とい')二Lニー//fLLJ'Ll.片rl:/J1..iL､■′されE Lf二

一巾･rTfJ J(,]姓にJ.JfJ/J1.-11ろ'61芙fl'Jl'･]l JIHくけ　一･r川1､EJl](/)I,川,JlLl,朽･`il-lli)J')､1Jiい､それぞれ(川I-Jflゝ-ごL(W･))/_r,していE1-

Lかし､ I(rj帥klて)lL,)′くし叫JILを,tLf/Lて.trLl. nE.l l ''Jl,i:流-llろ二_L川t _L/レ_L･ ,i,'りEせんてした　そこて､ ･村川棚),,)三

上JJl-L,ン//-に川人りす7'J松E:J*Al帥kv)Ll'.〟/JllI･,し､とfLlり｢松I;JtJ.E.].L2地域て手,,k流しL :) - ｣と･い')二とて｢ E

fLtl'辿｣を,E',J,-I,kL t Lた

こL/Jp:ミL/川的｢川jE'.JJril･.nFlH /')､,ilL7IL L､上え.'Tい､丈化的tLIL.Wt)I/_r･■い心に､ ′たい､ ,与■ーしみ､ ′iき/LJtい,3I∠･よじ

ろ脚;丘,i-仙出すろ二ヒ,ir-rけR L~こいE十　･Tr･nfIJrl,拙,ノ)'6州JF･JLJll付t吹LLll/i･-iflしてL')-,fLt/).りてこかを｢縦六｣

と十7JtLtl,Ef､ E/l亡l'止け地域/i,1LilL/I ｢桃7l''] i/)Il'1日系てL L -)か　1.)､〆L･､ )ーしいflJ:二;.はりJこう-､上え(｢い

(ノ)J桝をltlJHたいと･r')えていE十/,1引,く1,く.ときとき十jH一二LL､(.WlJJji:(L＼州していくJ'･'Ji/i,十　と一)･ごJJ

･ムE;L7人に. ･ ･

｢ Efにl'辿,ここEl;HL,r3才,LEtl'.い.′ナかせ1】L

rlt11 059Lq-5Lq12664　LFTJ Jr.I

Tel (),59Lq-2H-,L与2日:-) tl■川J

多くfj,jノL/,二人ノミ/拙fFJ;,L-rL､仁-J~'与で

*　r手t3P連集会｣設立セしモ=-*

†j上目.i/'Jノ,I,j)二TL,]11l-~ご十　′人′'Ltさ/LJJlLJ′ll-･Jl､-,~I-

: EプLll,‖　′'JJ,上,-:J'‡いL/)焔′1-　/I-化■ihさ一h E L仁一

*　rであい.つ*3がり､わくわくLJ?Ilエーションt｣ 辛

講師　梅本Jl且久　氏(全日本LJ?rlエーションIl-ず一会繊　三重会鴇事稚局)

ノ､きtLt　-)小品にtL") ､洲本を仙った退ひをしたり､状を:耽-)たり- ･ぢ加iTiJH-,Et'た,'A如.･仁一ふれていた

した　-iL-こ､別11m-_HJ'人き/州州L-,れたした　　　　　　　　　　　　二対一

･･,nTl,li-し~= 'J--さ-)た仁仏日J)'JJ,'L′l ､本､■1にlB川かとI'二さいたした　　　　　　傘

-:∨ェ~
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北勢地域難病相談会開催!
-:JLilrll､ ､r'･成1 7 iE･J･1-Lj)llと後を締めくくる1日.淡三でけ北'y,tl出城から-

2日2 6 ll (rl) ′1-位1 ".I)二日)分かL･,′l･紹:州まで､ ['Ll r川朴1淵糾'riJ,lLIJlu)1刺!J'.-･'1･EE])-i7ンJ/-1桝多川'1FJ

ホールにて､冴ト=tl他JFk-,nJl･-LJE)]仙淡公をrlH催しモした､あいにくu川棚山王でしたが､ 7 6才･と多くu)馴11机♭)り､

克Ik-したとて幸)和やかt川1..JJiiさとなり圭した

作品展示コーナー　　　　　　各Bl体士んの情報tlq載

(計えI J?Elの会員士ん

刑乍られた作品ですt )

pp引

嶺壷

ral塔さん署名をat舞いし手書｣

If一キンt/ンaFえの方もご参加

く7eまいさし75

【川,淡公で.I.ll',lrllliをLていたたいた'k′l_)i ･ '6HllJ二川.淡=】

* LILl H lh'fLfミl米収的l;;El;I,tlく　松本如IhA')(.′l

* llLHl rh'fLIミfR･r.'如Ijl;,'L人肌川Lr"]･JI･J l Ⅰう1)センター1く1-l',f枝は31L/1.

*川rl llfiJ Iミ似l如榔J■LrJ･JfHJ,Jfikリウマチ利lJ. f排11 ]'JjL′1_

･i:鈴IllLLrlり上h,;LtAJ;･]Ar;;;神経r人】州'L_1<　LTi鈴川聡J,lL;′L_

*水沢州i完ri')'ilt　川i.･■糾l･'] r上IL;′L~

*珊病【')._枇■lJll】リ日　中井'11.'(-)lL./l

* '_'Tt心臓を`:]=る仝仝1ミ　北惟ます(川.淡い)

*つぼみU)仝J巾.plミ1<　( I JfL川畑三納保..lf甘仝)　rHLl'LII7Jl: (川ujHl)

* 'l>_ll-川引li.JlLjA友u)三ミ　一･rfI).I,-支i■粥.J. llJ祐I'･ (1日..刺i)

J_.TIJt,やLJ)仝　仰IlfH r (川【淡い)
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ぢノ州ポーJ)アンケートに上ると､

｢ LLf.LL･J..にFLHきにくいことを川.淡できた｣ ｢他uF)Jill.1i-さんU)Hl1 ulHけてたかった｣トlJJF=】の')L/卜に川.淡でき

て'丸が;肘二なった｣ ｢他L/))jL/)川1をII'r]いたりすることができて上かつた｣ ｢′｢後手,糾三けてほしい｣

/Ltとu)J:･が'.),1:せられ､ Iji:りU)ある川.淡六になりました

【琴)JrJl Jl体】

A s c J) _けr:U)j'ミ(i'7･借糾､脳J射'11.1I=.)

り1二) IlイくてんかんLif,三ミ(LliEJ)三ミ) .･Trl,I.1.L･J;ri LJ▲･

･ i>_HlT習Jl;'JIF',】友u)会　一_ ETIM.).-女;lT-指(惜Il;1:jrlJ)

/▲1

･ (Fl-.) lF本リウマチ友U):ラ:_'Tr_女lfl; (リウマチ)　　　　　　　,A†

･.-)はみU):≡:.'Tr. ( 1 17■-J_耕..Jh壬病)

- 'Tl一心けTEl.Rをl:J-ろ三ミ(小LLl心別納,])

J.rLIヰバ,L/)1さ(辛)や幸)や4lJ])

･みえI EH) (71■川lJl性人腸炎･クローン･Ji'･])

･ ,m病fH,.欠如JiセンL/-上り倣病十日.淡よ1/1日(,Tl的15′lA.I.T.fH.演)

ニ蜘ノ)いただきたした),lL:′l-_)j､保他,Tr保触帥さん､川.淡Lほん本､■'Iにありがと:)ニさいたした〔

戯鱒鄭駿項鞄鮎
1'-成18イド1日2:ill (jJ)

場所　雌病fll.淡文はセンター

r難病患者家族のたe>のN P O法人撤立｣ ･ r県tG)協働J

N T'0法人rh-L亡社会研究所(S S KイiJr-'先IJTT)の依帆こより､ I,r,),･Lf哉Ellを対象にした｢j㍊場で体快N I)O研修節

2帥｣が日日催され､約2 O名V)))'々が参))Hされましたn 611LJF'lrliには､ rJ定jE-I.朋りilT;軌は人･.･T･.掛F7】地として‖lL､l/

杏(･F,iIしている亨iiLL'1 2寺'.が佃F.･Li･,A L､ rI,E,I;との協働｣や｢雌病.lil.肯′家族u)ためu)N I'0法人.没､'I｣について,.1'lJrLfi'

をし､そU)柊､ Ftf'f姐.LこIfぎゃ古LL交換が子Jわれました`,

｡lllil-iiiでは､ ･肘[勺､.lil.#会についての紹介U)他､ Lf..1と心有会がどのよ;)に協働を

すすめてきたか､特に｢jrrしい時代の公｣として､ :.･T.:爪肘l棚l.淡支援センター

の述1.I;i･がtl三日されていることについて､日.T.がありました,

:_'r･二Lr.1.はセンター構想がHから目された時より｢センターの必r馴′1三｣として､

県LttO)ニーズ､机淡やサーヒスU)向いの必要･H二､県比がi-:人公のLr.1'政J)'&''y,tC二合致するとして､ N I'0法人化

-の支壬J:を掲けてき圭した｡ ,m病柏.淡女はセンター,没,i/-.檎.村会という企LITIJlfAr机上

り.lil..1g一会のニースをしっかり受け止め､コミュニケーションを十分にllXlってきま

した｡

センターの設､llIについては､ Lr.I.･との協働として､今年1年､爪から常効職LJIU)

保健帥にきていただき圭したo私たち患昔会U)NI'0法人化は､ 6月頃になるT･
lJiIです｡

/卜回U)I)JHI茸の目的は､ ｢N I'0のFT._IlllJ作.｣について理節を深め､ ｢法人との協働｣について取り組む.lJ:.瓶を育

てることでしたか､参加された)I-の相棒的な餌｢urや:Ti'兄を聞き､私たちも大変勉強になり=fした′
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<ボランティア募集のお知らせ> 

三重県難病相談支援センターでは､患者.家族の交流会や地域難病相 
談会等のお手伝いをしていただけるボランティアを募集しています! 
詳しくは下記までお問い合わせくださいo 

:.FTtLl.ー淵紺.):川.淡女IJ;pセンター 

:.,Tr:LI.r;iLli_-rhJ桜橋:HJH116-:il 

4.漣二.TlI'-".lI-_:てデt禦ぎ土管2ニ卜50:i5 

TIAXO59-22:i-506-i 

*4F) ･ 5月･ 6月の疾患別欄韻予定*

各難病回体の相談E3が原告相喜炎や生活柑誠をお受rl Lますo同じ病気の万々の悩みや様々な問題について､
同じ立場で一矧こ考え､問題解決のお手伝いをします｡

己ラ≡憾小脳変性症4月13El(木)､5月25日(木) 俯隲9¥ｩ�ｨｮ(乖鳧ｭHﾍ�����鳧*�.xﾍ�3H鰾�粳mｒ��ﾈｮ��ｹ�Ye�个�4�8ﾒﾘ994SXﾈ纖?｢�笞Chﾈ�#y?｢�竰�

昭原稿4月11El(火)､5月11El(木) ��ﾇ2或�'ｸﾊi�ｹ�HﾟY�韆�,傲r塗ﾈ繖X�｢盈ｒ�

1型糖尿病5月23Ej(火) �ﾙ$XﾖSXﾈ��dV｢�笞Chﾈ�#�?｢盈ｒ�

てんかん4月20∈】(木)､6月15日(木) ��9���Hﾈ緤?｢盈ｚChﾈ��4R宙懌��

絹且i!色諌さ蛮性症4月4日(火)､6月6E](火) 侏IJﾙ�ｹ%���ｸｬﾈﾖI&�Hﾈ�#tVﾂ姥2咾Xﾈ�3�Vﾂ�笞B�

リウマチ5月2E](班)､6月20E](火) 塗ﾈ�#)?｢盈ｒ�

ハ-キンリン病4月18Ej(火)､6月1E](木) �.�.(.�.)V�Hﾈ�#TV｢�笞CXﾈ���?｢盈ｒ�

*4月･ 5月･ 〇月のセンタ-事業予定*

h　■■　●l J-　貞　▲n　ささ　■ゝ　　(..-All

と　き　平成18年〇月4E](8) 73:30-75:00
*受付は､ 1 3時から行います

tころ　三f県i事庁舎　○持大会ヰ玉
津市桜橋3TEj446134

拳加7t　兵科
向い合わせ先　三重県難病相談支援センター

TEL O591223-5035
FAX 059-223-5064

･X･クループ相談ですQ

難病相談(13.30-15　00)

敵状矧二位じ･内自力t変更になる現合がありますのでこ了承<1=さい0 53しくは･ホ-ムページ又はセンターまでこ稚EE竺旦些

*4月･ 5FI ･ 8月の各団体事業予定*

団体岩 �?ｨ鰾��ｨ��r勾容 

テーマ ll苗師 �:三1g7大学医学喜D附屈病院神絹内科教授日原茂だ】先生 

勉強会 

2.濾 テーマ Fr馬師 � 

午前: � 

1 2 ��

4月23日(臼) ����R�i会 


