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2009年度 定 期 総 会 （第１２８回拡大運営委員会）
●日 時：２００９年５月９日(土) １３：３０より（１２：３０受付開始）

●場 所：旭川市ときわ市民ホール １Ｆ １０１号室

※上記要領にて２００９年度総会を開催致します。

支部役員及び各部会役員のご出席をお願い申し上げます。

●交流会：総会終了後 １６：００頃「りっか亭」にて開催致します。

２００８年１２月１４日(日)、ロワジール

ホテル旭川・３Ｆボールルームにて第２２回

チャリティークリスマスパーティーが開催さ

れました。年々厳しくなる社会情勢にも係わ

らず、今年も病院や企業、商店や個人の皆様

等々、多くの方々にご協賛を頂きました。皆

様の善意には心より感謝申し上げます。本当

にありがとうございました。

又、今年も学生ボランティアのみなぎる若

い力にささえられ、準備から本番へと順調に

作業を進める事が出来ました。旭川厚生看護

専門学校、旭川福祉専門学校、北都保健福祉

専門学校、旭川大学保健福祉学部、旭川大学

女子短期大学部の学生ボランティアの皆様に

大盛
会!

チャリティー

オープニング演奏 スウィングメッセンジャーズヤーケストラ
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は本当に感謝申し上げます。学生ボランティ

アの活力ある行動には、今年もたくさんの元

気をいただくことが出来ました。又、クリス

マスパーティーはもちろん、それ以外にも私

達の行事には心強くかけがえのないパートナー

と考えております。

今回のクリスマスパーティーは、総合司会

にＦＭりべーるのパーソナリティーとして出

演している「オフィス・ユー」所属の八島恵

理さんにお願いしました。

オープニングにはフルート奏者の南加奈子

さん、ピアノ伴奏には稲葉夕真さんによる演

奏、暗くなった会場にフルートの素晴らしい

演奏が響きわたりました。

元気良くサンタさんの｢メリークリスマス！｣

の乾杯でいよいよパーティーが始まりました。

今年も多くの議員さんも出席下さいました。

難病連本部より小田専務理事も札幌から参加

して下さいました。

「料理」は今回は一般食。ＩＢＤ部会には

別メニューとしました。。｢飲み物｣は飲み放

題！今年もビールサーバーを２台持ち込みま

したので、冷えた美味しい生ビールを堪能す

ることが出来たのではないでしょうか。

｢スウィングメッセンジャーズオーケスト

ラ｣の皆さんによるジャズバンド演奏。７年

連続出演となる迫力あるジャズ演奏と女性メ

ンバーアリヨーナさんのヴォーカルの歌声、

生演奏に合わせてのダンスタイムにはたくさ

んの方がサンタさんやトナカイさんと一緒に

ダンスを楽しみ大満足。又、いろいろな物が

揃うワゴンセールにも多くの人で賑わいまし

た。

パーティーも

いよいよ後半に

入り毎年恒例の

｢オークション｣

です。入札オー

クションの発表

は毎年ながらワ

クワク・ドキド

キの瞬間です。

生オークション

の司会は、八島

恵理さん。競り合うかけ声が会場内に響きわ

たり、オークションの醍醐味を実感したひと

時でした。

又、｢お楽しみ抽選会｣では多くの参加者の

方に景品を持ち帰ってもらおうと、次々と抽

選し、特別賞、特賞の抽選番号を発表する頃

にはあちこちで歓声や拍手が起こり「お楽し

み抽選会」も無事終了、今年も強運の持ち主

である最後の一人｢特賞受賞者｣のインタビュー

で閉会セレモニーへと移りました。

各テーブルにはローソクの薄灯りがともり、

ステージではボランティア学生全員で｢きよ

フルート演奏の南加奈子さん メリークリスマス 乾杯！

素晴らしい歌声のアリョーナさん
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しこの夜｣の大合唱をリードして閉幕と成り

ました。３０５名のお客様と７５名の学生ボ

ランティアが参加した旭川支部最大のイベン

トは無事に終了しました。年々厳しくなる中、

多くの方々から寄せられるご協賛は本当に最

高のクリスマスプレゼントです。これからも

実行委員及びボランティアのみなさんと参加

者の皆様に楽しんでもらえる｢クリスマスパー

ティー｣をしたいと思っておりますのでどう

ぞご期待下さい。あらためて多くの皆様のご

協力に心より感謝申し上げます。（事務局）

サンタと一緒に記念写真

サンタと一緒にダンス・ダンス

子供たちへサンタさんからプレゼント
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クリスマスパーティーにご協力頂きました

旭川厚生看護専門学校、旭川福祉専門学校、

北都保健福祉専門学校、旭川大学保健福祉学

部、旭川大学女子短期大学部の学生ボランティ

アの皆様方の感想等ご紹介します。

学生ボランティアの皆さんに

感想を寄せていただきました

子供コーナーは、毎年ちびっ子たちにとても人気

次の準備の間ちょっと休憩中の学生ボランティアさん

・初めてなことがたくさんあり、勉強になりました。

・いろいろな難病患者さんと出会えて、とても貴

重で大切な時間となりました。(サンタ係)

・一緒に遊んだ子供の一人に「来年も会えたら

良いね」と言われ、ボランティアに参加してよ

かったと強く思いました。(サンタ係)

・多くの方と触れあうことが出来ました。(場内係）

・車いすを押したり、一緒にチャリティーバザー

にお買い物をしに行ったり、お話をしたり、関

われてとても良い経験が出来ました。

・あまり経験することの出来ない野点を経験する

ことが出来て良かったです。(野点係)

・来年はもっと多くの人と一人一人交流をとれる

ようにがんばりたいと思います。(サンタ係)

・本当に楽しい一日のボランティアでした。

・難病の方々のことはよく分からない部分があっ

たので、今回のボランティアで少しでも知ること

が出来本当に良かったです。

・お客さんがすごく楽しそうだった。(会場係)

・お客さんとたくさん関わることが出来てとても良

い経験ができました。(会場係)

・帰り際に「ここの場所は私達にとって思い出深

い場所なんです」と言ってくれ「ありがとう」と言っ

てくれました。その言葉を聞き、思い出に残る

ボランティア参加となりました。

・今回のボランティアは私にとっては大きな何か

を得たように感じます。また参加したいです。 合唱「きよしこの夜」をリードする学生ボランティアさん
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２００８年１０月２８日、旭川医科大学

の学生２人と藤本智子准教授、若くて美し

い３人の女性の訪問を受けました。

旭川の最低気温を記録したこの日、西山宅

は春の気配を感じさせる暖かいものでした。

先日、難病連旭川支部の工藤支部長さん

から依頼があり、毎年旭川医科大学が難病

連の加盟団体と部会を回っている。今回は

脊小部会代表の西山宅でお願いしたとの事

でした。

脊小部会会長の今村さんにこの事を電話す

ると私も『同席したい』との申し出をいた

だき、心強く、ほっと安心した感じでした。

藤本準教授から２人の学生さんの紹介の

後、「脊小のお２人にお会い出来て感謝し

ています。私からの質問です。」

お世話になっている難病連の重要性と脊

小の病気は大変なものだと聞いています。

日常生活はいかがですか。又全道ではどん

な分野で活動していますか？

今村会長は得意とする分野で何時ものよ

うに暖い感じで説明しました。(この人は

若い美女に対して「上がる」とか「照れる」

とかは関係ないのですね)

３人はうなずきながら聞いている様子で

したが、脊小の事になると頭をメモに近づ

け理解するのに大変だった様子でした。

私も難病連の加盟団体の名称を聞いても

果たして、どんな病気なのか首をかしげる

事が多いように思いましたので当然です。

その後、学生さんの質問になりましたが、

質問には鋭いものがありました。

１．脊小の新しい人をどのように会に導い

ていますか？

２．その後のケアは大変だと思いますがい

かがですか？

今村会長は次のように説明してました。

１．難病連に直接連絡ある人、脊小部会に

電話してくる人、本人がかかった病院

から。

２．機関誌『であい』での周知。

３人は２時間くらいで目的を達成し、深

く礼を述べて帰途につきました。

私は若い３人が、これからの生活のなか

で、少しでも難病連を理解し、並びに私達

脊小部会としては「1リットルの涙」とい

うテレビドラマになったように多くの人々

に理解され、今、病気と闘っている仲間に

少しでも励みになっていただければ幸いで

す。

会員一人一人の明かりは小さいと思いま

すが、多くの力が結集すると“大きな力”

となって地域社会を照らすだろうと思いま

す。

旭川医科大学大学生訪れる

脊髄小脳変性症部会 西山 豊次

旭川医科大学看護学科／地域保健看護学実習で訪問
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旭川支部機関誌 「なんれんあさひかわ」 は

年３回発行しています。

このコーナーでは、各部会の活発な活動を紹

介しております。 「サクランボ狩り」 や 「リンゴ

狩り」 などの行事には幾つかの部会が合同で

実施しており、各部会間の交流も多くなってきて

おります。会員への情報交換コーナーとしてご

利用下さい。 (広報部)

部会名：筋ジストロフィー部会 報告者：側 克彰

主

な

活

動

月 日 行 事 名 ・ 内 容 参加人数

６/８ 総会：ときわ市民ホール ２０名

７/６ 野外レクリェーション：旭山動物園 ６８名

９/７ ボランティアの集い：買物公園 ２名

12/７ 第１９回 クリスマスの集い： ロアジールホテル旭川 ６０名

部会名：リウマチ部会 報告者：鈴木 和美

主

な

活

動

月 日 行 事 名 ・ 内 容 参加人数

11/14 第２回役員会：勤医協一条クリニック会議室 ８名

12/14 難病連旭川支部チャリティクリスマス：ロワジールホテル旭川 ２４名

１/20 合同新年会：勤医協一条クリニック ２６名

３/３ 第２回役員会：勤医協一条クリニック

３/８ 支部会計会議：札幌難病連会館 ３名

◎合同新年会

１月２０日(火)、道北勤医協病院一条クリ

ニックと合同で、新年会がありました。参加

者は２６名でした。

先生の最新の薬のお話、職員の方の介護の

お話などあり、また、ビンゴゲームなどがあ

り有意義で賑やかな会合でした。

部会名：脊髄小脳変性症部会 報告者：平野 貴弘

主

な

活

動

月 日 行 事 名 ・ 内 容 参加人数

11/９ 障害者スポーツ記録大会：おぴった ５名

12/14 難病連旭川支部第22回チャリティークリスマスパーティー ６名

１/25 新年交流会：末広公民館 １２名
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部会名：膠原病部会 報告者：越智 恵子

主
な
活
動

月 日 行 事 名 ・ 内 容 参加人数

１/24 新年会：旭川ターミナルホテル １５名

◎新年会

１月２４日(土)旭川ターミナルホテルで新

年会を行いました。参加者は１５名でした。

何かの事情があって参加できない方のいる中

で、今回の新年会は友の会としては多い方で

した。なかなか普段お会いできず交流会で元

気な様子を見るのが楽しみです。

今回の新年会は2500円の会費と言う事もあ

り、お料理はまずまずだったように思いまし

た。２時間と言う短い時間の中で楽しい一時

を過ごせました。今回は友の会の会員さんで

ない人がみんなとお話したいと言われ新年会

に参加してくださり友の会に入会していただ

きました。

部会名：腎臓病部会 報告者：近江谷 守

主

な

活

動

月 日 行 事 名 ・ 内 容 参加人数

12/14 難病連旭川支部第22回チャリティークリスマスパーティー ４２名

１/10 第５回幹事会：勤労者福祉会館 １５名

１/18 道腎協道北地区合同会議：おぴった １６名

３/５ 第５回幹事会：おぴった １１名

３/10 機関誌「きょくじんほう」22号発行

◎道腎協道北地区合同会議

道腎協道北地区合同会議を稚内・名寄・士

別・留萌・富良野・旭川から役員が参加し、

第１回目を開催しました。

近隣の各地域がそれぞれの行事等への相互

参加を模索し共に力を合わせ会の活性化を計

ることを目指したものです。今後の展開にき

期待をもった会議となりました。
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２００８年１０月２５日(土)、上川支庁３

階講堂にて、上川保健所・旭川保健所・(財)

北海道難病連旭川支部・北海道ＩＢＤ旭川支

部の共催で行われました。参加者は１５７名

でした。

潰瘍性大腸炎・クローン病の症状や治療法、

薬などスライドを通しての説明、また最近の

データに基づいた最新治療の情報の話もあり

ました。後半は予定時間をオーバーするほど

の質問が参加者からありました。

日 時：２００８年１０月２５日(土)
場 所：上川支庁３階講堂

テーマ：｢ＩＢＤ（潰瘍性大腸炎・クローン病など）の病気の理解と最新治療法について｣

◆講 師：医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院ＩＢＤセンター部長 前本 篤男 先生

◆◆◆ 医 療 講 演 会 報 告 ◆◆◆

ＩＢＤ医療講演会

イオン旭川西店では、毎月11日のイオン・デーには、地域のボ

ランティア団体などの名前と活動内容を書いた投函ＢＯＸを出入

り口に置いています。この日は、お客さまがレジ精算時に受け取

られた黄色いレシートを、応援したい団体の投函ＢＯＸへ入れ

ていただくと、お買い上げ金額合計（前年３月～翌年２月迄）

の１％が、地域ボランティア団体などに

カードで寄贈されます。(財)北海道難病

連旭川支部は2008年３月から１２月迄分と

して38､100円分があるとの報告です。

お手元にイオンの黄色いレシートがあ

りましたら、イオン旭川西店の入り口に

あります(財)北海道難病連旭川支部専用

ＢＯＸに入れてください。

イオンでのお買い物は毎月１１日に！

右記ＢＯＸの難病連旭川

支部の所に、黄色いレシ

ートを入れてください。
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＜北海道公安委員会より発表＞

平成21年2月27日から身体障害者等駐車禁

止除外指定車標章の交付対象者が一部改正

になりました。主な改正点は

１．下肢が不自由な人の交付対象の範囲が

拡大されました。

２．「歩行が困難なことにより社会生活が

制限されると認められる人」が交付対

象となりました。

多くの障害者団体などの活動により、制限

されていた対象者の範囲が拡大されました。

2008年度に変更された範囲に加え、下記の

条件を満たす対象者が追加になりました。

■下記の障害のある人は、新たに交付対象

となります。

【身体障害者】

〈平衡機能障害〉

平衡機能の著しい障害

〈下肢不自由〉

１下肢の股関節又は膝関節の機能の著し

い障害

１下肢の足関節の機能を全廃したもの

１下肢が健側に比べて５㎝以上又は健側

の長さの１５分の１以上短いものなど

〈体幹不自由〉

体幹の機能の著しい障害

〈乳幼児期以前の非進行性の脳病変による

移動機能障害〉

不随運動・失調等により歩行が家庭内で

の日常生活動作に制限されるもの

不随運動・失調等により社会での日常生

活活動が著しく制限されるもの

不随運動・失調等により社会での日常生

活活動に支障のあるもの

【戦傷病者】

〈下肢不自由〉

足関節以上にて１下肢を失いたるもの

身体障害者等駐車禁止除外指定車標章の

交付対象者について一部改正がありました

北海道では

・冬期間の凍結路で歩行に支障がある

・訪問先付近に車が停めるところがなく、

長距離を歩行することにより身体に影

響がある

・歩行速度が遅く歩行者用信号が青のう

ちに渡りきれない

・歩行の際にふらつくことがある

・その他、身体の障害により道路の通行

に支障があるなど北国の特殊性から、

上記の障害をお持ちの人は交付対象と

なります。

※平成22年9月13日までの経過措置の人は、

今後更新することができることとなります

ので、更新を忘れないようお願いします。

申請及び不明な点があるときは下記まで！
○申請窓口

住所地を管轄する警察署交通課

○相談窓口

交付基準その他詳しい内容については、

お近くの警察署交通課又は方面本部交通

課若しくは警察本部交通規制課駐車対策

係（011－251－0110内線5187）までお問

い合わせください。

★「歩行が困難なことにより社会生活が制限されると認められる人」とは ★
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募金箱設置ご協力ありがとうございます

募金箱設置先一覧表
募金箱は年２回、８月と２月に
回収させていただいています。

２００９年２月現在 (敬称略)

日頃より、募金箱の設置をはじめ難病連の諸

活動にご協力いただき誠にありがとうございます。

難病連旭川支部は１６の疾病別患者会（部会）

で構成され、各部会が「はげましあい、たすけあ

う難病連」をモットーに医療講演会、療養相談、

学習・交流会、クリスマスパ－ティ、物品販売活

動などの日常活動を行っています。皆様にご協

力頂いております「募金箱」もこうした活動の資

金として有効に活用させて頂いており、大切な

収入源となっております。ご芳名を掲載し、お礼

にかえさせていただきます。引き続くご協力をお

願い致します。尚、会員の皆様には、様々な機

会を通して募金箱設置先施設等のご利用、ご

活用のご協力をお願い申し上げます。又、募金

箱を設置して頂ける所を探しております。会員・

協力会員及び関係者の皆様、心当たりがござい

ましたら、ご一報下さいますようご協力をお願い

申し上げます。(連絡先：事務局２４－７６９０）

地区別 № 設置先 設置部会 住 所 電話番号

市

街

地

1851 一条眼科クリニック Ｉ ＢＤ １条８丁目右７号 23-3030
2077 居酒屋伝説 和楽村 本店 てんかん ２条６丁目昭和通エンドレス２ ６ＢＦ 21-7701
2081 ブックセンター富貴堂MEGA 肝 炎 ２条７丁目 マルカツ内 29-2888
1854 歌と季節の料理 「克」 ベーチェ ３条６丁目 23-6638
1503 スナック パートナー ベーチェ ３条６丁目珍平ビル５Ｆ 23-1658
2550 カラオケBOX ワールドスクエア てんかん ３条６丁目珍平ビル７Ｆ 22-1717
2547 居酒屋浪漫 わらくや てんかん ３条６丁目アークヒルズビル４Ｆ 22-1717
2548 元気居酒屋 楽縁 てんかん ３条６丁目３・６センタービル５Ｆ 27-3605
1007 ｢葉子｣ Ｉ ＢＤ ３条６丁目すずらん小路２Ｆ 26-7344
2074 居酒屋 大舟 リウマチ ３条６丁目右６号 22-2295
1853 おじゃま虫 ベーチェ ３条６丁目 25-2690
2110 スナック 美紀 ベーチェ ３条６丁目ヨシタケ１号１F 22-6333
2549 蕎麦居酒屋 和蔵 てんかん ３条８丁目買物公園通 27-5055
2563 やき鳥３代目かん太郎 腎 臓病 ３条１３丁目右１号 22-5244
1919 三番館 事 務局 ３条１５丁目右１号 24-1311
1353 そば処 居酒屋 安ら井 事 務局 ３条１５丁目銀ビル地下 25-1202
1051 すし六食堂 ベーチェ ４条７丁目３･４仲通 25-2957
2560 すなっく酒来楽（さくら） 腎 臓病 ４条７丁目クロスビル３Ｆ 26-5125
1393 (医)中島病院 てんかん ４条１６丁目 24-1211
2083 旭川ラーメン４条店 肝 炎 ４条通４丁目右２号 25-3499
2084 旭川石油（株） 脊 小 ４条通１６丁目左１０号 23-6191
2559 味よし倶楽部 腎 臓病 ５条７丁目５･７小路ふらりーと 25-4427
2551 創味食房 釜蔵 てんかん ５条７丁目旭川フードテラス１階 29-5050
1311 難病連旭川支部 事 務局 ５条通５丁目1690-1 24-7900
1354 かがやき工房 事 務局 ５条通５丁目1690-1 29-1294
1316 りっか亭 事 務局 ６条４丁目サンアザレアビル１Ｆ 24-0088
2072 ラーメンの館 筋 無力 ６条２４丁目 33-1025
1845 すがわらラーメン 腎 臓病 ７条７丁目七福ビル 22-4710
1925 居酒屋 琥珀 ベーチェ ７条通８丁目買い物公園パルクビル２Ｆ 21-4802
1918 喫茶 セントポーリヤ リウマチ ８条２３丁目３５番地 34-5930
1505 笑右衛門 事 務局 ９条通８丁目左１号 27-4004
2079 (株)キョクネン 脊 小 １０条２１丁目 33-0888
1976 旭川赤十字病院売店 厚友会 パーキン 曙１条１丁目 22-8111
2109 パストラル 事 務局 宮前通り東4155-30 45-0750
2087 北海道建築管理（株） 脊 小 中常盤町１丁目2434-1 23-3988
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【個人設置先】 工藤 フサ 砂金 義雄 佐藤 悟 長部 敏枝 小平 敬明 狩野 美幸
吉原 幹彦 吉原 晴美 長坂 由美子 村北 春枝 前田 美智子（敬称略）

地区別 № 設置先 設置部会 住 所 電話番号

東
光
・
豊
岡
・
東
旭
川

1502 道北勤医協一条クリニック小児科 肝 炎 東光１条１丁目2-8 31-1152
1909 道北勤医協一条クリニック内科 肝 炎 東光１条１丁目 34-1136
785 ハート薬局 肝 炎 東光１条１丁目1-9 31-1135
547 山崎歯科医院 事 務局 東光９条６丁目7-13 33-5262
517 大門歯科 筋 ジス 東光１０条２丁目4-17 35-0077
1841 幸楽 腎 臓病 東光１２条６丁目 32-7849
541 道北勤医協一条通病院 肝 炎 豊岡１条１丁目 34-2111
527 よし乃ラーメン本店 Ｉ ＢＤ 豊岡１条１丁目1-9 31-3619
1842 タイヤセレクト 腎 臓病 豊岡１条３丁目4番24号 34-5700
1839 ニッコー保険事務所 腎 臓病 豊岡２条９丁目4番24号 34-1809
1509 美容室 美髪同盟 ベーチェ 豊岡５条１丁目4-13 31-3373
1849 美容室 バラ リウマチ 豊岡７条３丁目レタス２F 31-9995
1838 シャルマンヘアーひで 腎 臓病 豊岡７条８丁目2-18 31-3570
2080 旭衛設備工業（株） 脊 小 東旭川南１条３丁目2-6 36-2588
530 コミュニティストア なかむら 事 務局 東旭川南１条４丁目4-4 36-1044

近
文

･大
町

1313 吉田歯科 膠 原病 大町１条１０丁目 51-3482
2088 道北勤医協旭川北医院 肝 炎 住吉２条 53-2111

永

山

2076 旭川ラーメン本店 事 務局 大雪通７丁目 24-4475
1847 居酒屋 とんでん村 事 務局 永山２条２０丁目 48-6154
1924 高桑整形外科永山クリニック 筋 ジス 永山３条１１丁目 48-5276
2086 よし乃ラーメン永山店 Ｉ ＢＤ 永山３条２０丁目2-2 47-1040
2552 エイブルネットワーク旭川永山 腎 臓病 永山３条４丁目2-16 46-4111
1856 ホワイトクリーニング永山 膠 原病 永山４条１６丁目3-1 48-4230
1978 道北勤医協 ながやま医院 肝 炎 永山５条１１丁目 46-2211
1979 ハート薬局 ながやま店 肝 炎 永山５条１１丁目 46-0863
2085 居酒屋伝説 和楽村 パワーズ店 てんかん 永山１１条４丁目パワーズαビル２F 46-5553
1687 こばと交通 新星営業所 ベーチェ 新星５１９ 24-5810

春
光

･末
広

1982 ヘアーサロン ＪＵＮ 腎 臓病 春光４条８丁目 51-7013
1916 スナック 友遊 腎 臓病 春光５条８丁目 喫茶ジョジョ2F 53-1302
1908 日だまりの家 低 肺 末広３条３丁目 54-0931
2102 ビューティーサロン湯佐 リウマチ 末広３条５丁目 54-5034
2070 加我歯科医院 Ｉ ＢＤ 末広５条６丁目10-15 54-8141
1915 スナック タックル ベーチェ 末広東３条３丁目 55-7070

忠
和･

神
居･

神
楽

1840 ニッコータイヤ 腎 臓病 忠和５条６丁目 62-3201
2073 焼肉の朝吉 後 縦靱 神居５条１０丁目 62-8680
1309 セイコーマートきょうや店 後 縦靱 神居６条１１丁目 61-1338
2567 ハート薬局 かぐら店 肝 炎 神楽２条４丁目2-12 63-6699
1681 かたくりの郷 肝 炎 神楽３条４丁目 63-1165
218 道北勤医協旭川医院 肝 炎 神楽３条４丁目 61-1117
2553 (有)グッドカンパニー 腎 臓病 神楽５条８丁目1-1 60-3030
2106 太平洋石油販売(株)神楽岡給油所 筋 ジス 神楽岡６条６丁目 66-3171
1442 大栄建築設備(有） 事 務局 神楽岡８条３丁目 65-6624
543 旭川医大売店 旭仁会 パーキン 緑が丘東２条１丁目1-1 65-2111

市

外

1843 ほろしん温泉「ほたる館」 事 務局 雨竜郡沼田町字幌新377番地
1923 鷹栖町立歯科診療所 膠 原病 上川郡鷹栖町南１条２丁目 87-2105
1983 花輪商店 膠 原病 上川郡鷹栖町南２丁目 87-2007
2104 マツモトファーマシー 筋 ジス 上川郡東神楽ひじり野北1-3 83-7211
2564 そば処 松家 筋 ジス 上川郡東神楽ひじり野南1-3 83-5768
1314 山崎歯科分院 筋 ジス 上富良野町錦町３丁目
2561 手打ち蕎麦 狐゛狸庵 事 務局 上川郡美瑛町字美沢共生 62-1151

(0167)45-5588

(0164)35-1188
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「かがやき工房」にあります申込用紙にお名前
と部会名が分かるよう、必要事項をお書きの上、
「かがやき工房」にご持参頂きますか、下記ま
でＦＡＸもしくは郵送にてお申込下さい。
FAX(29-1294）〒070-0035 旭川市5条通り5丁目
なお、各部会でのとりまとめ、個人でのお申
込どちらでもお引き受けいたします。

■ 申 込 方 法

旭川市内は、商品が入荷次第お届

け致します。その際商品をご確認頂

き、代金をお支払い下さい。

旭川市以外は、商品入荷後、宅急便にて配送

致します。代金につきましては、同封の郵便振

替用紙にてお振り込み下さい。

なお、送料（３２０円 ）につきましては、

お客様ご負担とさせて頂きます。

申込金額が合計１万円を越えない場合は送料

（８００円）が必要になるため、１万円以上に
なるようまとめてからの発注となりますので、

通常１０日前後でのお届けが若干遅くなること
がございますのでご理解下さい。

きょうされん物品販売は毎年「春、夏、年

末」の年３回、季節に合わせた旬の食品を選

出してご紹介しております。「２００９春号」

が出ましたのでご案内致します。

尚、売上金額の１０％が各部会に還元されま

す。カタログや申込用紙は「かがやき工房」

に用意してありますのでお電話にて確認、ご

利用下さいますようお願い致します。

■ お 願 い■ 納品とお支払いについて

(機関紙をご覧になってご注文をされる方へ)

○振込先

旭川信用金庫本店 普通預金 １１５５９９８

地域活動支援センター「かがやき工房」

代 表 工 藤 フ サ

ご案内

※お申込み締め切りは３月３１日です。お早めにご注文を！！。

№ 品 名 価 格

11 長崎のカステラ〈蜂蜜〉 ７５０円

12 鬼ひび ７８０円

13 小布施の栗楽雁 １,０００円

14 お徳用あとひき豆 １,０００円

15 海の幸スープ １,０００円

16 キムチスープ １,０４０円

17 北海道スープ １,０００円

18 北海道トマトスープ １,０００円

19 ポニョ船形ポーチ １,２６０円

20 トトロポーチＭ<森のめぐみ> １,２６０円

21 ３匹のトトロトートバック ２,６００円

22 トトロミニタオルセット １,１００円

23 トトロトートバック(大） ２,６００円

№ 品 名 価 格

１ 北海道三大ラーメン １,０００円

２ 喜多方ラーメン １,０００円

３ 熊本もっこす亭とんこつラーメン １,１００円

４ 野菜ごろごろマイルド・ザ・カレー １,０００円

５ ハヤシビーフ １,０００円

６ 生チョコ雪もち ６５０円

７ 北海道じゃがバタークッキー ６８０円

８ 栗饅頭 ７００円

９ カマンベールチーズケーキ ５５０円

10 北海道酪農チーズケーキ ５５０円
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お申し込み締め切り
３月３１日（郵送は必着)

お早めにご注文を!!

15.海の幸スープ

6.生チョコ雪もち
(エクセレントビター）

4.野菜ごろごろ
マイルド・ザ・カレー

9.カマンベール
チーズケーキ

2.喜多方ラーメン

8.栗饅頭

13.小布施の栗楽雁

22.トトロファンド
ミニタオルセット

21.トトロファンド
３匹のトトロトートバック
(濃緑×緑・ツートン)

7.北海道
じゃがバタークッキー

10.北海道酪農
チーズケーキ

12.鬼ひび

17.北海道スープ
18.北海道トマトスープ

19.崖の上のポニョ
船形ポーチ

20．トトロポーチＭ
<森のめぐみ>

3.熊本もっこす亭
とんこつラーメン

16.キムチスープ

23.トトロファンド
トートバック(大)
(グレイ×紺)

1.北海道三大ラーメン

11.長崎のカステラ〈蜂蜜〉

14.お徳用あとひき豆

5.ハヤシビーフ



「なんれんあさひかわ 」は共同募金の配分を受けています。

なんれんあさひかわ No.7414

かが き工房や
全国 の

難病患者が中心の
地域共同作業所

■かがやき工房の紹介！

「かがやき工房」は、１９９８年４月、

(財)北海道難病連旭川支部が設置主体となっ

て旭川市に、全国初の難病患者を中心とする

障害者地域共同作業所として開設されました。

現在、人工透析患者・クローン病・膠原病・

もやもや病・脊髄小脳変性症・べーチェット

病・脳性麻痺などの病気や障害を持つ１９名

（内パストラル２名）の通所者がいます。そ

れぞれが通院、治療を受けながら毎日パソコ

ンを使い機関誌などの冊子作りを始め年賀状

作成などの様々な仕事や旭川市障害者福祉セ

ンター「おぴった」内の喫茶コーナー「パス

トラル」で喫茶業務の仕事をこなしています。

これまでに、各患者会や団体の記念誌や会

報作りを始め、(財)北海道難病連の「なんれ

んしおり」の発行やホームページの作成・代

行、病院等のアンケート集計、名刺作成など、

パソコンを使う様々なことを行っています。

開所から、年月を経て、仕事のレベルも向

上し、当初に比べると、皆様のご希望に添え

るものづくりも出来る様になりました。これ

からも技術の向上を目指し、より良いものを

お届けしたいと思っています。今後ともどう

ぞよろしくお願い申し上げます。

（「かがやき工房」施設長：滝田）

■作業風景

初
地域活動支援センター

２００９年の年賀状は景気が低迷している中で年賀の注文がかなり減るのではと危惧して

いましたが、おかげさまで、年賀は前年とほぼ同様の２６７件、喪中は３６件、合わせる

と３００件以上のご注文を受けました。ご注文頂きました皆様有り難うございました。

これからもより良いものをお届けしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

地域活動支援センター

Eﾒｰﾙ：kagayaki@ po tato7 .h okkai.n e t
URL：http ://potato7 .hokkai.net/~kagayaki/

月～金 ＡＭ１０：００～ＰＭ１８：００
お休み 土日祝（ＧＷ・お盆・年末年始）

かがやき工房

２９-１２９４

【ご注文・お問い合せ】

(0166)
旭川市５条通５丁目1690-1〒070-0035

電 話 ･FA X

年賀状のご注文有り難うございました



「なんれんあさひかわ」は共同募金の配分を受けています。

なんれんあさひかわ No.74 15

「かがやき旭川」は、(財)北海道難病連が

福祉機器の普及と事務所の維持、患者・障害

者の雇用促進を目的に開設した、患者会によ

る福祉機器と介護用品のお店です。２０００年

から始まった介護保険に対応し、ベッド、車

イス、手すり、スロープ、入浴用品など福祉

用具の給付、レンタル、販売から取付工事、

住宅改造、新築相談まで、幅広く取り扱って

おります。又、自宅へ訪問し住宅状況や障害・

病状をよくお聞きして、利用者の立場で、適

切な用品を最良の方法でご提案します。又、

介護保険のレンタルにも対応。関連サービス

機関との提携で、総合的な住宅生活を応援致

します。(旭川営業所所長：水谷）

介護用品・福祉機器の
(財)北海道難病連福祉機器事業旭川営業所

かがやき旭川
旭川市５条通り５丁目1690-1

TEL 0166(24)7900
FAX 0166(24)7908

営業時間：午前10時～午後６時(土/日/祝祭日は休み)

( 財)北海道難病連旭川支部事務所(営業所１F)

かがやき旭川

かが き旭川や
(財)北海道難病連福祉機器事業旭川営業所

患者会のお店だから
安心・親切

気軽にご相談ＯＫ！

かがやき旭川で取り扱っている
レンタル商品の一部を紹介！



「なんれんあさひかわ 」は共同募金の配分を受けています。

なんれんあさひかわ No.7416

なんれんＨＳＫ あさひかわ

発行日／２００９年３月１０日
編集人／財団法人北海道難病連旭川支部

支 部 長 工 藤 フ サ
旭川市５条通５丁目１６９０－１
TEL･FAX ０１６６(２４)７６９０

Ｅメール nanren-a@potato7.hokkai.net

昭和48年1月13日 第三種郵便認可 HSK通巻444号

2009年３月10日発行(毎月1回10日発行･1部100円)

発行人 Ｈ Ｓ Ｋ

(北海道身体障害者団体定期刊行物協会)

札幌市西区八軒8条東5丁目4-18 細川久美子

協力会員を募集しています

活動資金の安定確保のため、年会費
(ご寄付)をいただき、機関誌などを
送付しています。

郵便振替口座 小樽８-１９７１３
口座加入者名 (財)北海道難病連

年
会
費

▼今年の冬は寒さもそんなに厳

しくなく雪も少なめで、このま

ま春になれば良いなと思っていたら、突然の嵐

になり、外は猛吹雪で外出するのもためらわれ

る状況になり一日中家の中にいました。これか

らはまた暖かくなるようで、雪解けも進むこと

と思います。車道も歩道もぐしゃぐしゃになっ

て、これまた外出するのが大変、早くきれいな

道になってほしものです。（さ）

個人会員 １口 ２,０００円

法人会員 １口１０,０００円

難病連旭川支部のチャリティークリスマスにも出演して下さいました、

スウィングメッセンジャーズオーケストラのライブ演奏が行われます。大変素晴らしいジャ

ズ演奏がお楽しみいただけますので皆さん是非お越し下さい。

日 時：５月６日(水) 開場午後６時 開演午後７時

場 所：旭川市宮下通１１丁目 銀座ライオンレストラン

入場料：前売２，２００円（当日２，５００円）ワンドリンク付

スゥイング メッセンジャーズ オーケストラ

ＳＭＯ Ｓｕｍｍｅｒ Ｌｉｖｅ ２００９ Ａｔ 銀座ライオン

「なんれんあさひかわ」№７１は「かがやき工房」で編集・印刷・製本しました。

（各部会の機関誌・総会資料・年賀状印刷・名刺・チラシ・カタログ等承ります）

編集後記

▽チケット希望の方は

・難病連旭川支部事務局（近江谷）迄ご連絡下さい。

(月～金 10:00～17:00 / 祝祭日休み)

・又は直接

スゥイング メッセンジャーズ オーケストラ迄

ホームページ

http://music.geocities.jp:80/swingmessengers/

※チケットは枚数限定です。又、当日券はなくなること

がありますのでお早めにお問い合わせください！

ジャズ好
き! 集合

!!


