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道東にもようやく桜の花が咲く季節がやってきました。
各位には日頃より、腎友会の各種活動に対し、多大の御理解とご

協力をいただき、誠に有難うございます。
昨年は、釧路地方腎友会の活動家並びに会員の方が多数他界され、

今後の釧路地方腎友会の活動が、大きな転換期になることが予想さ

れます。
釧路地方腎友会が、今までと変わらぬ活動が出来ますよう、皆様

方のお指導を、今後とも宜しくお願い致します。
つきましては下記の通り、平成元年度の釧路地方腎友会総会を開

催しますので、是非お出席いただき、激励の挨拶等をいただければ

幸いです。
また、もし御出席いただけない場合には、誠に恐縮とは存じます

が、お手紙等で連帯の挨拶を頂戴出来れば幸いです。
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釦【路地プチ腎友会　総　会

詔島　本　　次　第

1､開会のことば

2.黙　　　　祷.

3,会長　旗拶

4.来賓　挨拶

5,祝電　接岸

6.議長　選出

7.法　　　　事

¢　63年度活動報告

旬　63年度決算報告

③　63年度会計監査報告

⑥　平成元年度活動方針(莱)

⑤　平成元年度予算(莱)

その他

8,貿　易蔓　討　論

9_役　員　改　選

10､新旧役員超介

ll,議　長　解　任

12､閉会の　ことば



釧対地Jf腎友会

昭和63年度　　　揺　動　幸抗　告

( -)はじめに

このヰ臥日本は｢天皇｣ rリJjル1-｣で揺れましたo　更に, I,肖攻税もこの4月

か{/R施されようとしています,これが実施されると･一部のものを除いてほとんどの物

にこ1%(欄金がかかり.私達(Jj生活に跳ね返ってくることは必至です｡

yj敏準は=･リーパスで認められるのに･福祉予熱まなかなか増やそうとはしてくれませ

んっ

そんな甲で全幣蛤は｢腎疾患総合対熟こ関する要望｣を厚生省に提出し･平成元年度予

環でのILT淡を求めました｡その内容は･ ･:D尿検査の完全実施や腎センターの充実を含む

｢幣収縮の予防と治療対乳'-gL透析愚者にしわ寄せとならない実情に見合った診療報乱怠

数の.:lil淀を含むTetJ虎促拓などとなっていますU

-j,-.腎提供者激は全国で21 5.i 1 2名･移植希望者数は1 1･808名となっており

移納希望者に対する提供者の割合は法然として低いものですpそんな坤で､血滋型の這う

親子が幣紗掛二成功したと新町で報道されました.釧1･Ji市内でも･移植を希望し実B'BJする

j]かみられるようになっています｡

また.透析がF<掛こ渡るために,骨や心掛こ降雪をおこす方が増えています｡これら

の陪審を克服するには病院の医師やスタッフに相談するのはもちろんですが､患者自身が

研究し.考えていかなければならないと思いますu

rF帽津に透析病院を｣という問題も､医療的な障書があるために実現が遅れている現
●　舵す(, Jqlj海や幡巨から遠い道を通っている人たちのために早く実-てほしいと思い

ます1　　　　　　　　　　　る

釧鮒Bf7･幣友全の会員数は1 4 (Tkど.総愚者数は2C1 0名に達しようとしていますo

r病気について話し合いたい｣と1 6名で発足したころに比べおよそ10倍にもなってい

ます,大きくなった釧路地方腎友会も新たな患者会活動を考える時軌こきていると思い

ます.
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し二八二Lr, I-!:t=-F;:jlの律動と三L-:7 ド.･革

i 1 7q･i表ノFTl Lf-FT･FJ-o･｡啓発-賢者勧･･T這進などを[;-,2r:J･養年講演会を開催致しれた.今年

にI-糊こ`L1-7湖透析におけ-=骨の経書に-Jいてlということで林田クリニック院長であ

て杯繋,7'.J和先生に諸掛､ただきましたoこの講演には1 00名を越える人が集｡まし

た)この日は北見､網息枚室の各地から誰漬竜聴きに集や蓋し71=｡一林田先生に対し

て質問が集中して時間が足りなくなるほどでした.

2)野馳供聖顔と移緒の普及をめざし･ -録キヤン-ンが､今年も1 0月9日

(日)イトヨ-カ-SJ･鳩店前で20名が参加して行なわれました｡風船200

パンフレット2000､ティシュ12000億を馴れた｡登録如7名でした

後｡行なわれた市役所主催の健壊まつ｡では12名の方が萱凱てくれました｡ ●

3)全腎如r甑LP.総合鞭の早期確立｣を-る署名･また･日鵬の鳩祉制度

の充実｣を求める国会紙署名･基金括動は全腎塩分9 7 1件､ E7luW分84 0件

募金合計は56･ 2ユ川でした｡このうち･全腎協分の65パーセントを滋野協

に送り､残りを-′竣会計に繰り入れました｡

4)昨年よりfL"d買案となっておりました｢串原稗病院に透析を｣という問鮎二ついては､経

年の9月25日･ i 0月18Ffの2度にわたって味情をいたしました　tJ3ITJ/-),冬着さ

んたちの切実な頚里を削､て､その声を直接中額津町長さんに会って伝えました｡

その時の詔では･ T町としてはいずれ人工透析を実淀するつもりだカ､軒ワL,%カ悦て

くれないという問題があるので今すぐというわけにはいかないのです｡二ということ

でした｡

5) fFの主甥紹道断弓に対し｢腎磁病に対する甥解を求めるJ旨のfJ.綿錨削)_[幣だ,I-チ,i ･

道新､糾鼠二ヾ王lKなどで報道されました,これから酎こ啓発をすすかこいT.yT_LlhLか

',fJならないと.fi7.い烹丁

6)三役会2臥幹事会7回実施しました｡それぞれの役員か-剛こ会することかなかっ

たものの一冬行事の推進にあたっては滞りな,く換討･実施されました｡
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7Jl道東6地区交流会は9月24日-25日に網走オホーツク荘で開催されましたユ

帯瓜北見､網ii;.初批釧路から総勢70名の仲間が集りました小夜の交線会

では網走出身のプロ:i,..Ill_F r野田　二肋ショーがあったり･カラオケ大会があっ

たりと､とても楽しいものでしたp釧路からは上田誠問･会長を含め5fJが参加

して親睦を深めてきました.来年度は釧路が当番となっています4

(二)レクレーションの実施と結果

1)日帰り登山

●　三BL,2=04日去孟志望志望竿芸芸憲冨三三慧書芸芸..三軍芸雪雲?=146苦芸hLt

ら50分位かかりました｡途中で飲んだ涌き水｢銀嶺水｣はのどにしみわたるほ

どおいしかった｡全員が登潰し,事故もなく帰ってきました｡

2)野道会

今年は各病院単位で実施いたしましたo市立病院は9月に患者2 0名で食事会を'R

鼠協立病院は1 0月に温泉日帰り旅行を患者7名を含む25名で実施o林田クリ

ニック臥8月28日,患者20名を含む総勢40名で･昆布森海岸で釣りと食事

会を実施日赤､厚岸､労災は実施できませんでしたu

3) -泊旅行

●　三三BE.三豊二三芸表QtJ芸苦空言,"={苧憲芸て,i:這三芸告2=孟誓言…誓芸

が古く､お湯も少しぬるめでしたが料理はなかなかでした｡

4)新年会

平成元年1月22日(日) ･昨年料理が好評だったので,今年も栄町会館で実施し

ました｡参加者40名で,ヨーヨー釣りやゲームなどを楽しみましたoこの日は､

高林宏政市議会温良が劉RLLtくだ互いまL f-また･伊藤武一道議さんや林田ク

リニックの中島さんから沢山の景品をいただきました8
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(四)組織･広報･財政の強化

1)今年は入会案内を釧掛也方腎友会の6病院に非会員分配布し､入会を勧めました

その結果､数名の方が入会しました｡

2)地域輸梅連こ偶拓諸団体との連族を継続ふ‡食いl,Lました_食掛i鵬顛赫姓

の交読会に6名の方が参加し､動物園で楽しい一日を過ごしました｡

3)今年は前会長の上田氏に顧問になっていただき,会運営についてアドバイスを受

けました｡また､副会長を5名おいて.仕事の分担をいたしました｡

4)枚閑紙｢たんちJ=う｣の年6回発行｡編集委員はあまりそろうことがありませ-i

でしたが,滞りなく発行できました｡今年は特にクイズが好評で抽選して農ELnl.を

配りました｡事務連鵜は1 8回発行し､会負に周知徹底をはかりました｡

の

5)会費は年間7200円､申し立てにより生保者方は割り引きとなります｡今年度

も未納の方がおられますのではやめに納入ください｡

6)年賀状FT7刷斡旋では7 0万あまりの収益がありましたdその収益から記念タオル

を作り,会員全員に配布､年賀状でお世話になった方に配りました｡

また,花火の版完では4万円あまりの収益がありました｡

7)国会請願署名及び日息協の署名における募金では､釧路分1 1､ 30 0円の収益

があり､花火の収益とあわせて一般会計へ繰り入れました｡

8)道腎鼠の募金箱では, 1回Ei (8月) 14ヶ所で15､ 200円のうち40パー

セントにあたる6､ 080円を一一般会計に繰り入れます｡

9)今年度は寄付が多く､金題も大きいものがありました｡これらのお金は釧路地方

腎友会の活動に役立たせていただきました.詳しい内容は予第署の中に鴻裁して

あります｡
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lT召キロ6 3年度揺動盲己金策

A_月　9日　　　道腎協運営委員会　難病センター

4月ユ･-ミロ･17日　難病連総会　　　札幌

4月lGEl一　　道腎協運営委員会一　札幌

4月24日　　　釧路地方腎友会幹事会　林田　8名

5月　7日･8日　釧路地方腎友会役員会阿寒ホテル山浦1-),孝二

5月15日　　　釧路地方腎友会三役会林田　4名

5月21日･22日　道腎協総会　　　難病センター　2名参加

5月26日

6月11日

6月12日

6月25日

6月30日

7月10日

7月16日

7月24日

難病連釧路支部総会　福祉会銭

貨痛連理事会　　　　札幌

釧路地方腎友会総会　福祉会館　70名

釧路地方腎友会幹事会　林田　　　9名

難病連釧路支部総会　福祉会銀

難病連理事会　　　　札幌

登山下見　喪琴山　2名

日帰り登山　藻琴山　40名

7月30日･31日　難病連全道集会　札幌

7月31日　　　難病連釧路支部レク　釧路動物園

8月　8日　　　釧路市立病院院長訪問　3名

8月1 1日　　　中背資病院での透析希望調書発送

8月14日　　　釧路地方腎友会幹事会林田　5名

8月28日林田野道会昆布森40名

●5,I;･･,･9岩月4'B　釧芸蓋芸雷雲会脚会言霊≡ン…三名28名

9月10日･ 11日難病連役具研修会札幌

…BB…三BB.25｡誓霊芝芸芸芸始　芸芸芸:≡;ク#(釧那名,
9月2 5 8　　　中骨建都…の透析について打合せ当幌会館

10月1日･2日　釧路地方腎友会一泊旅行Jll*山荘　25負

1 0月　2日　　　阿寒地区難病無料枚診

10月　9日　　　腎捜供登録キャンペーンヨーカドー　20名

10月15日　　　釧路地方腎真金幹事会　林田　　8争

-5-



一.'J -J　　　　　　　扶･二･=,FJ･リ･Lttj帰り温?.精子.-r　鏡居　2 5名

i rj乃1 8 El　　　　に二･}.･-≡-I:T/＼人工透もfSJ{-/.Q'lこついての陳情　上田･橋本

iC j23円　　　　棚.:/蛸･-jj腎友会講演会　林田先生　100名

目,17-r29′-l･r'iO日　,う幣臨幹事会　札践

IOf33C巳　　　　　這野塩謡凍会　札幌

12月　3日　　　　釧路地方腎友会幹事会　村田　5名

ユ月14日　　　　　放腐連理事会　　　　札幌

1月22日　　　　釧路地方腎友会新年会　栄町会館　40名

2月19日　　　　　釧路地方腎友会幹事会　林田　　1 2名

2月2 1日　　　　　腰痛連道東支部役貞会　福祉会館

3月11日･12日　釧路地方腎友会幹事会　阿寒ホテル山浦　ユ5名

3月1 8日　　　　　難病連道東支部研修会　根室

3月2 5日　　　　　難病連理事会　　　　札幌
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機関誌の発行状況

…二,",二,._那.'去t';113=志し天国鰍各病院の近況･クロスワードパズル

j.tf･C/-;uJ,'t ･ 1イス蛸･おしらせ.その他

6こi年　6月号　(102号)

道幣協削相法那始に参加して･道腎協役朗絡･腎臓移植をして

横浜プーラプラ･ 6 3年度釧路地方腎友会行事計-覧･麿の起源(2)

クロスワードパズル･会員の動向･その他

63年　8月号　(103号)

釧路地方腎友会総会報告･釧路地方腎友会新役員増山レポート･丑山に参加

して･細岡湿原展望台･思いがけない入院･クロスワードパズル･クイズの苓

会員の動向･その他

63年10月号　(104号)

道腎協運営蚤員会報告･ q･立相津病院の人工透析施設要望･林田の野遜会に

参加して･人工透析患者に朗報･第6回登山成功おめでとう･ 6地区交流会の報告

･クロスワードパズル､当選者･あなたのペットは今何才? ･会員の動向

63年12月号　(105号)

道腎協幹事会一瓢給報告･ rごじあいのほどを｣ ･暦の起源･林田先生

の詩魂を軌,て･皆さんは大丈夫ですか･国会謂巌署名･募金結果･クロ

.._　スワードパズル

平成元年2月号　(1 06号)

新年を迎えて･新年会に参加して･私のハワイ旅行･広敷正誉さんのおとうさん

から年賀状･昭和6 3年度年賀状取扱い実液表･釧路地方腎友会6病院の息者数

の推移･クロスワードパズル･その他
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事務連轟各の蒐JT手枕こ｢三

4月24日iVa　1　　62年度下期交通費申諸寄捷出について

26日　丸　　ま　　　幹事会案内･

5月15日　Nu　3　　釧路地方腎友会63年度総会の案内

2 7日･Vu　　4　　通院交通費受領手続について

7月11El hTB　5　　日帰り登山･温泉の案内

8月24日　払　6　　交通費にかかわっての臆時総会案内

9月　5日　Nn　　7　　秋の一泊旅行の秦内

10月1日　Nu　8　　通院交通費申請昏提出について

10月　3日　恥　9　　腎臓提供登録キャンペーンの協力依頼

10月　3日　NA IO　　秋の会合･詮夜会秦内

12月　5日　Nu ll　　　会費納入のお戯い

12月14日　払12　　　新年会の奥内

1月22日　h 13　　　年賀状御苦労様でした

2月15日　h 14　　　幹事会案内

2月25日　ぬ15　　　幹事会の報告(役員向け)

2月27日　Zh 16　　　63年度下期交通費申請審提出について

3月　1日　札17　　　続会費加入のお願い
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昭和6 3年度

分!照舛青腎友全　決　~　　　題卓二　　　　=if碁

会計期間　白　昭和6:･1年/月1日
至　平成元年う月31日

(収入の部)

科目i 冰ﾈ皐ｧ｢�決算額 儖Xﾖﾂ�

金一′■_費:I 一63年齢- �����ﾌ8.�｢ﾓ���"篦�I.g46,.j抄0-.-.I ����x�(祥�綺5ｸ蔕y�#ｩ�ﾃ�Gx*ｲﾓ��

会費 62年度分 ��16,800 囘ﾈ��ｳ(ﾊh�����ｩ~ﾉ�9?ｨｨB�

会費 元年度分 ��i.800 田��苓��8ﾈ簽�ﾃ����)kﾂ��

助成金 ����ﾃ����loo,000 仭ｩц�8.h.��

寄件金 ���172,780 ��ywB險ｹ�ﾂ隶(ﾊ帝6餾B��YYB�嫌:�鞴�帝$ｩ69YB��ｨ�8+8/��

遼元金 塔�ﾃ����17,380 估�xﾘﾃ�m�mym｢�

利息 ��ﾃ����327 况�ｾ�y��r�

繰越金 田bﾃン��66.890 I 傴ｩ��c)D�7�.h.��

計 亦ﾃ#�"ﾃc���1.322.777 ��

病院別会費納入状況表

頼院名 ��I�B�会費の状況 

釧路市立薪能 店�8ﾅﾂ�463絹登6書48月≡3…壬:誉8絹 

林田クIJニ7ク �8ﾘhﾜ��.46g絹…42皇月≡2545:畠8謂 

日赤帝玩 ����宝8絹…亨3月≡52:488絹 

協立病既 ��Ikﾂ�600円×170月-102,000円 
1名 鼎��苓����(ﾈ簽B繝��冷�

労災帝院 �)kﾂ�600円×24月-14,400円 

一㌧厚肺臓 ��-6-OO冊ズ12.-012r方-主..r一2T,.2JO-:珊ー~ー■一-I 

計 ��39kﾂ�600円×1,549月-929,400円 
8名 鼎��苓�纉�ﾈ簽3bﾃ���冷�



(支出の茄)

科目 冰ﾈ螽ｧｨﾈ亥ｨｧ｢�儖Xﾖﾂ�

負超金 鼎�2ﾃ#���495,000 ��9�Hｺc���苓ｷInﾈ冂#��冷�

事務費 �3�ﾃ����38,082 ��稲��Rﾂ�w�鐵Bﾂ�ﾖり*��"ﾂ�135名 150名刺3,000 400書籍代3.COO 532_ 

会議費 �#3�ﾃ����236,468 冕ｸ橦S津�#�ｫ(馼檠��ﾃc���蕀o�橦���C��

広報費 ����ﾃ����87,650 冽�ｵ��3#b�ﾈ��ﾈ怎�"�48985�2�400■選科39,.ASP 000景品代5,860 960 

活動費 行動費 詩碑会 絹譜 �#32ﾃS�����32ﾃS�����#�ﾃ�����イ�ﾃ�����イ�ﾃ�����132,010 (24,000) (71,700) (28,310) (8,000) 傀Y�Hｺi7��ﾃ����dﾉW厩�ﾉdh��whﾋ篦ﾆ��ｮ"��IV�)yVh､ﾘ-�*滴璽����9o����H4ﾈ88987��ｸ93����

FB �125.983 ��s�ﾃ�3��20件 

慶弔費 �(60,000) 茶��2ﾃs����

予備費 �(65,983) 茶cbﾃC#���軍書躯若君言塁‥20g00 12,720 

計 � ��ﾃ�S津33"� 

緩超金 �0 ��c2ﾃCCR�平成元年度に績避 

合計 冓.212,683 白�3#"ﾃssr�

姓Rq7r ☆垂重畳

可　　　日

全甘塩連合参加費

前年累計額 今年度積立金

目鼻帝　500.080円

6 3年度累計額

6 3年度表彰 平成元年度へ操題



昭和6 3年度

耕耗地方腎東金　会計監査革臣告

:r　当監査役は､平成元年　月　　日､鯛掃地方腎友全点的第14条にもとずき､酔
和6 3年度の収支決斉について監査を実施しました.

i　この監査は､決算幹男.預金通帳･帳簿･伝票などの一切について実施しま
し7'こ.

5　監査の鮭農､鯛鮪地方腎友金の会計処零及び手続きは､すへて適正に行bれ
ていることを群告いたします｡

平成元年　月　　E]

釧路地方腎友会

会計監査　　山　　田　　幸　　男

今　　井　　伸　　子

+毎･L
-こ■　　　･　一

〕ill-



平成元年度

GJrl蕗古土也プ才筆夏友会　揺動プチ針(秦)

1､私達をとりまく状況

現在.腎毘疾患:aLは入院及び外来患者だけで2 0万人を突破･潜在患者を含めると

1 〇 0-7,･人以上といわれていますo厚生省は腎移植情報ネットワークの中心となって

いる畠立佐倉病院(千葉県佐愈市)を今年軟までに｢匡位病院腎医療センター｣と改

臥我国腎疾患対柴の基幹施設とする方針を決めました｡そして､鳩床研究肘つ｣

を新設し､腎移植のためのネットワークの載化や医療スタッフの増強をめざしていま

す｡

一方.昭和63年1 2月末日現在､腎臓提供登録者は全国で21 3､こi32人とな

り.目標の2O万人を盤えましたoしかし･移植希望者は11･ 808人で･督録新

の数は､まだまだ充分とはいえません｡

昨年1 0月9日にイト-ヨ-カト前で行われた腎提供登録キャンペーンでは今ま

でにみられなかった市民の反応があり､ 1 9名の方が進んで登録してくれましたLl

私達の頗いが少しずつ少しずつ市民の間に広がっているのだと思いますp東に粘り

強く活動を掛ナようとおもいます℡

道腎協への負担金が値上がりしてから･釧路地方腎友会の一般会計は縮小せざるを

ぇなくなりましたが､花火の斡旋や､年賀状印刷斡旋事業などでなんとかかi-して

きました｡これからも続けていこうとおもいます｡釧路市の通院交通費も6 3年度か

ら委託事業となり,一応の解決をみました｡

最近､人工透析期間が長いために起こる合併症になやまされている方が増えていま

す｡リンやカルシウム.からくる骨の問題･薬などによる肝脳機能の間鼠更には･心

臓への負担などなど｡いずれも深刻な問鹿です｡釧慮地方腎友会としてもどうしたら

これらの合併症を克服できるのか考えていかなければなりません｡

よく､人工透析患者は仮免許の運転手で･お医者さんは教官にたとえられますが･

私達自身が気をつl柚tj･血はならないのガ人工遠軽だと思い章す･_昨年､亡くなられ

る方が特に多かっただけに,このことをもう一度考えてみようと思います｡

-12-



括助のtl膚

A)今年&の耽点日額

-11冊馴[棚の何食と､符推移櫛の推進j=t図る史軌講演会の敬確を推進し患･. =･

す.

.ll抗嫉･如拙制度の改感に対しては､全腎協.道腎協の指導のもとに積極的に

連動を進めます｡

(31や持移解の汗及を目指し, 1 0月に厚生省の腎提供促進月掛こ合わせた全国

･方術東キャンペーンを実施します｡

lLl食日払の哨疾患総合対兼の早期確立｣を求める､又･ Ll息脇の喉療･福

祉制度の先知を求める国会請願署名､募金活動を進めます｡

'5)遜折のため他の市町村から通院する人の中で･交通費が助成されていない人

がいれば助成されるよう話厳行動を推進します｡

16　JJ一町村の広報鼓にr腎登録促進｣の掲載を要請します.

i-7-) :.役会及び幹事会を開催し､会の活性化に努めます｡

● ∴i'
一･.■　　　　　■

道東5地区学習交涜会の開催に向けて努力し､積極的に参加します･

今年は釧路が当番ですので幹事をつとめます｡

⑧　菅山･ハイキング･野外レク･新年会･各種旅行など､参加しやすい内容･

方法を考えて実施します｡　　　　　新年会､一泊旅行､登山は会全体

で実施し､野立会は各病院単位で実施する｡ (会長の少ない病臥ま多い病抗

と合同で行う-)I

-13-



B)　組紙･広報･財務の強化

(,Tl透析導入者の入会促進を回り､腎友全組織の'LJ;I:引司ります-

･字　関係諸団体との連携を強め､道難病連への積極的参加や､地域難病連の組掛ヒ
Ll-一l I

など,他の患者団体との連携強化に努めます｡

(享,t　役員や活動家のほりおこしと育成に努めます℡

埠)機許諾｢たんちょう｣の年6垣Ⅰ発行を継続し･その内容充実に努めますo

'5-)事務連掛ま必要の都度発行し･機関誌の補助的役割を果たして行きますo

⑥　会費の年内完納を目指して取組みます｡

(会費は月600円で､全腎協100軌道腎協200円,釧腎会300円とし

生活保護者は申請により釧腎会分を1 00円とします)

⑦　今年も年貿状の印刷斡旋をして･活動資金確保に努めます｡

⑧署名時の募金,花火販売なども重責な財源ですので･積極的に協力してもらえ

るよう取組みます｡

⑨各病院に設置した道腎協制作の募金箱の収入も大切に活用して行きます｡

-14-



平成元年度

会計期同　日　平成元年4月1日
重　平成2年3月31日

(収入の部)

科L:.二一日- ��ほ�駭ﾉ�ｹjX����奉餔Rﾘﾔh爾��ﾂ�

f ‡会費 - 仍�cRﾃD�｢�B�ー9i5,600 i 窒ﾃ��苓���(ﾈ����$Rﾙkﾂﾓ��r�#��冷�SC��苓���(ﾈ��繪kﾂﾓ3づF繹冷�

hBb成金 I ����ﾃ��B�loo,OOO 仭ｩц�8.h.��

i i寄付金 鳴��s"ﾃs���0 ��

i還元金 f + ���rﾃ3���150,GOO �H懊c�ﾃ���冷�^Xｾ�-�*涛�ﾃ���冷�

i利息 ��1,000 况�ｾ�y��r�

I蒜;真空金 L 田bﾃヴ��c2ﾃCCS����7�.h.案ｨ里�

r計 ��ﾃ3#"縱sr�I !1,360,(j452 ll 

串瑞/r'i･j会棄納入予定衷

院　名!会員数 会　費　の　状　況

円*　9名-　F'三一　8〔Jr〇円

4. 8rJ0円

書芸烏喜謂;1-ii芸≡1L'三:三呂謂

り･I)踊院　;　2ネl7200円×　2名- 14,LIO0円
事　　　　　　　　】

L

襲毒町立柄院i　1 7名 7200円×17名-122, -,1'0日円

7200円).126名-907, 200円

4800円×　　8名-　38, 400円

下段は生活保護の対象者です(月額400円) ｡



i-ll- {さけ､-

＼　)､　一1

封tT=卜前年法文讃 剽¥算額 儖Xﾖﾂ�

長唄-_9 鼎屯｢ﾆ踟B���482.400 �3c�H苓���3IkﾃﾓC�"紊��冷�

寧簡単38,082 冤 40.000 �,x,ﾈ怏mｨ,�.���+8,�*(ﾆ���

会議空!236.舶O �270,000 鉄�ﾈ�4�*停ﾒ�,ｩ�ﾙN�-�*���ﾃ����

速ま; 茶S偵�#�亦�(100,000) 

幹事会 茶�cRﾆ&���(120.ロoo) 

三役会 中ﾆﾂﾇGCC���(50,000) 

;広報費 l 塔rﾃcS�R�loo,080 �愛ｨ顋�xﾞﾉN�������ｮﾈ�dﾈ��l�ｨｽi�S32�

汚行私募 入会促進 ��3"ﾃ�����#Bﾃ�����ｹ影ﾙ�8ﾘb�モ������H*"�406,000 (106,000) 闇 (20,GOO) ! ⊥_ �#�ﾃ����

講横合 穀通集会 劔my;h��INｦ�ﾂ���

千変海軍 ��s�ﾃ�7&����F｢sR繦�ﾂ��bl,b▲iT, IL5lJ,Oho) ��

手偏恵Ⅰ(,u6.425) �(ll.b45) 

区前｢嘉五言rー �0 ��

Li計 ��ﾃ3#"ﾃssr�1,36(!,045 白�����

特別珪且盈会誌
郵便局Cr)定額貯金

項　　　　ヨi 前立県言書頚!平成元年度残額

全野協詑会参加費 50C!,lJOO i　　5uO･OOO

透析l_ 0年表彰特別会計予算_蕃
郵便局の普浄貯金

前年度より繰越金 兌ﾙ�ﾈﾋ9D�7蔚ﾈ�(ﾇ儂��次年度へ繰越額 

445.802 鼎Rﾃ����400,802 

透析開始が53年11月27日-54年11月26日迄の表彰予定者9名

名
名
名
名
名

d
1
1
2
1
1



金Irl路地プチ腎友会F召手口6　3イI;一度宅とflfT襲撃

会　　長　　橋本　　巌(林田)

副　会長　　竹内　　昇(脇立)

仝　　　藩札　　聖(細.

仝　　　長岡　久雄(日赤)

仝　　　金井　英蛙(市立)

仝　　　木村　　俊(市立)

●　車齢長　忠相　敏(林田)
会　　計　　対馬美喜子(林田)

会計担当　　某　　曹司(市立)

幹　　事　　池田　俊明(市立)

仝　　　佐藤　ミヨ(市立)

仝　　　志谷　初江(市立)

仝　　:坂本　光子(市立)

仝　　　大友　元次(林EE])

仝　　　砂原　良子(林田)

仝石楕清春(林田)

●･毎･:･全　点　研二(日赤)

'･q　■杢　　　粟井　育子(協立)

仝　　　波佐谷耗孝(厚岸)

会計監査　　山田　幸男(市立)

今井　伸子i林田)
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釧路地方腎友会戚問

上田　　弘

道腎協役員

副会長.　　　上田･-- ■弘

幹　事　　　　橋本　　巌

JE蛸連釧路支部委負

支部長　　　　上田　　弘

幹　事　　　　長岡　久雄

r　機関誌rたんちょう｣編集委展

橋本　　巌　(林田)

金井　美妓　(市立)

東　　曹司　(市立)

木村　　俊　(市立)

佐藤エイコ　(日赤)

-il翌-
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殿

平成２年６月３０日

釧路地方腎友会

会長上田･弘一

jＭＭりﾘｦり･‘=冷寛厚葦夢£∂必ヽ倉彦が

暖かい口ざしが厳しい日ざしに変わろうとしている今｢にの頃、皆様に

おかれましては元気でお過しのことと存じます。

さて、この度釧路地方腎友会では事務局を下記に移動いたしました。

これからの事務連絡等については新しい住所でお願いいたします。

l{1後に、皆様の益々のご活躍を期待してお知らせといたします。

●－

●４●

ｆ●’

事務局新住所

';一一爽．

記

カ

釧路市川北'1-17

身体障害者福祉ゼンタ円

釧路地方腎友会

S25-5905

みレ'･ろ釧腎けやｿﾃﾘ;V.V;'"■ドダ ｜・１

ら１２時までしかおりませんのでそれ以外のと秀はいままてと

うり （林田）の忠村まで連絡くださし

ＪＩ

・Ｊ
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