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ਛ年度 ਸ਼ 交流会
া╋岝 ଗৌ岶峽ੈভ 多目的ホールにて交流会が開催され、੮৬峘্峕岾ਸ岮峉峊岷峨峁峉岞
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に⾏われた「がん対策推進協議会報告」。髙橋副代表からは、
に⾏われた「ピアサポーター育成・活動⽀援担当者連絡会議報告」、事務
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第⼆部では、「知って活かそう、⼈材資源︕」をテーマに、各団体で
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たことが今後に活かせる事を願うとともに、話せなかった問題、⾒えて
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峨峉岝ਸ਼回交流会で話せなかった課題（スタッフ育成について。
੫嵣ઈ峘্১岞崼崊崝嵅嵤崧嵤ਛ峕ঢ়峁峐ಉك峕峎岮峐峙
া⽇に、臨時の第回交流会を開催し、話し合われました。
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今年で年目を迎えるリレーフォーライフみやぎ。
既に実⾏委員の⽅々が精⼒的に準備されています。
「ネットワークみやぎ」は、今年で৯峘ਸ峒峔峴
ます。今年は前回よりスペースも広くなり、内容もより
ౄৰ峁峉峬峘峕峔峵峑峃岞
皆様も、ぜひ⾜をお運びください︕
⽇程︓╏〜 ╉峨峑
ੂق৫ৃك
場所︓仙台国際センター内 せんだい⻘葉⼭交流広場 国際センター駅市⺠交流施設「⻘葉の風テラス」

年時の画像）

＊詳細はまた後⽇、決まり次第、お知らせいたします︕
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ご家族に対するサポートを⾏おうとする⼈のことです。
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アンケート」を⾏い、その結果を第回交流会で報告しました。下記アドレスからも、ご覧いただけます。
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 今年のテーマ 

繋ごう、みんなの想い︕ 咲かせよう、ネットワークの希望の花︕
当⽇ネットワークブースに⽴ち寄ってくださった⽅々〜
ҿӎӢҶӎӢҴ嵣岾ੇఔ嵣 医療関係者
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ٴਸ਼回交流会︓া৫ಈ
崡崧崫崽ਛ岝੫ઈ峕峎岮峐峘ਫ਼ୈ
崼崊崝嵅嵤崧嵤ਛ峕ঢ়峃峵ଗ峘峕峎岮峐峘ਾઔ

岣岲岶岴崧崒嵓ၣੵඬ ৼ岤峘৵岿峽峘
崊崌崯崊峑岝ਸ੮৬峘峼ো島峉୨ق崽崏嵓崰峑
ু峴峁峉峬峘ك峼峎岻峉્ଲ峘峉峃岷峑嵒嵔嵤崎崒嵤
崗峕ਸ岞
岥໑岰岦岥峁峘峠岤岥⽴ち向かう岦嵣嵣嵣峩峽峔峘୳岮岶ᇽ
岶峍峐岝ആ岵岮ൌ峘୨岶岷༵峍峉峲岰峕峂峨峁峉岞
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 ٷਛ年度 ਸ਼ 交流会 岶৫ಈ岿島峨峁峉︕ٷ
া╍ 宮城県対がん協会において交流会が開催され、੮৬峘্峕岾ਸ岮峉峊岷峨峁峉岞
ਸ਼峑峙 「患者アンケート最終報告」を宮下光令教授（東北⼤）か
峳岝岣岶峽峒൧岿島峐峬லহ峼ਢ岻峉岮 〜治療と仕事の両⽴⽀援につい
て〜」を藤井千代⼦⽒（産保センター）からお話しいただきました。
第⼆部の交流会では、事前に皆さまからお寄せいただいた題材をもとに、
患者会やサロンの運営資⾦、参加者の増員や定着、スタッフ育成、企画・
広報についてのディスカッションが⾏われました。各団体の状況・情報を交換
出来たことが今後に活かせる事を願うとともに、話せなかった問題、⾒えてき
峉ୖ峔峓峙岝峨峉શ峕ਵ峅峵ਃভ峼峍峐峴峨峃岞

 ٮ嵒嵔嵤嵣崽崑嵤嵣嵑崌崽嵣崠嵋崹嵛 峩峮岸  ٮ峘岴ੴ峳峅
今年で周年となるリレーフォーライフみやぎ。実⾏委員⻑の⾼橋悦堂⽒よりご案内をいただきました。
ネットワークみやぎも、今年回目の参加をいたします。皆様、ぜひいらしてください︕
⽇程︓╏〜╉峨峑岞ੂق৫ৃك
場所︓仙台国際センター内 せんだい⻘葉⼭交流広場
国際センター駅市⺠交流施設「⻘葉の風テラス」（峘峩ك

 ٷซෑেে ৸বອ 岶峽崝崸崌崸嵤੍ର崎崑嵤崗 ٷ
⽇本対がん協会会⻑ ซෑেে峙岶峽೩੍ର峼୪岲岝৸ব岶峽崣嵛崧嵤ੈ৮ভਸೇ峘病院、総移動距離、約
NP峘峘峴峼న岹岣৸বອ崎崑嵤崗岤峼ৠਔ峁岝ୃ峕峁峐රਅ岝া峕ૣળృପ岶峽崣嵛崧嵤岵峳崡崧嵤崰峁岝৸ব
のサバイバーにエールを送り、⽇本国⺠にサバイバーの⽀援を呼び掛けられました。
ซে岾ঽମ岶崝崸崌崸嵤峑ൔ峬岶峽峑ಝ岹岿島峨峁峉岞া峙岝峲峴Ⴞ峼௭岲峐
宮城県⽴がんセンターに来られ、出迎える宮城県⽴がんセンター、宮城県対がん協会のスタッフ、
峇峁峐岶峽೩ভ嵣崝嵕嵛 崵崫崰
嵗嵤崗峩峮岸峘૯ొ峕ಶ岲峳島岝
岬峘岶峽崣嵛崧嵤峘௳峼峍峐
岽峳島峨峁峉岞
岬峘峙মਊ峕ဂ岮峑峁峉岶岝ে峘ಂ岝ਘ岮ਔಂ峒ฑਮ
峔岴౿峕岝ઓ峹峄ཻ岶岽峦島峐峁峨岮峨峁峉岞
悩み苦しむ⽅々の少しでもお役に⽴てればと、思いを新たにし
峉峒峔峴峨峁峉岞قিك

 ٷਛ年度 崛崊嵉嵛崸嵤ງஂ٭峜峒岽峒 ٷ
ٛ৻ٜ ি୲ 四つ葉の会 ︓ எ峉峋峙崼崊峒峁峐੍岲়岮岝ভ峒ᇽ岶峍峐岮岷峨峃岞岶峽崝崸崌崸嵤峊岵峳岽峇
লਟ峵岽峒岶岬峵岞 そこに向かって⾏きたいと思います。
ٛౢ৻ٜ ❅ଶఊ 峴峽峴峽峘ভ ︓ য峑నؼ峲峴岝峩峽峔峘歩︕です。繋がりながら⼤きな⾜跡を︕
ٛౢ৻ٜ ଯඈ 崓崰嵔崊峘 ︓ 嵕崜嵆嵤崗峘峲岰峕岝峩峽峔峑ু峒ু峼ᇽ岸న峄峎峕ਤ峽峑岮岷峨峁峱岰岞
ٛ嵉嵛崸嵤ٜ ଯઢ峨峓岵 崓崰嵔崊峘 ︓ ଗ峘೩ভ嵣崝嵕嵛੮৬峘崵崫崰嵗嵤崗峼峍峉岵峳岽峇লਟ峵峴ੌ峩峕
尽⼒いたします。
ٛ嵉嵛崸嵤ٜ ઢๅ 岶峽崝嵕嵛峙峔峉峚 ︓ 今年からコアメンバーの皆様とご⼀緒に、ネットワークをより充実していける
峲岰峕岝ཱུ峴峨峃岞峲峷峁岹岴ൢ岮岮峉峁峨峃岞
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 ٷਛ年度 ਸ਼ 交流会 岶৫ಈ岿島峨峁峉︕ٷ
া╎ 宮城県対がん協会において交流会が開催され岝੮৬峘্峕岾ਸ岮峉峊岷峨峁峉岞
ਊ峙岝ਸ਼ଗ岶峽ৌੁਤੑ峕ついて（⼋巻班⻑ك岴ਵ峼
岮峉峊岹峒ુ峕、東北⼤学病院岥峰岮岦峕岴岻峵崼崊崝嵅嵤崰ણ峘ਾઔ
قৼ৩ك峼峁峐岮峉峊岷峨峁峉岞峙崘嵓嵤崿峕ী岵島岝岣崼崊崝
ポート活動を広げていくために」〜それぞれの⽴場で出来ること〜をテーマに
ਵ峁়岮峨峁峉岞
ピアサポート活動はまだまだ始まったばかりで、病院の⽅々にも⼗分には理
ੰ岿島峐岮峔岮ਠ૾峕岬峴峨峃岞岶峽೩ভ峮崼崊崝嵅嵤崧嵤峘ણ岶岝೩
者にとっても病院にとっても良かったと思ってもらえるよう、ネットワークとしても
ਏਙ峮ਏਙ峼୪岲ਢ岻峐岮岷峉岮峒ઓ峍峐岮峨峃岞

 ٷ1+.崽崑嵤嵑嵈 岣岶峽峒ে岷峵岤 ਸ ٷ

〜患者会ງஂ崛嵤崲嵤峑 患者会・サロンの活動を紹介しました〜

া╏ 東北⼤学百周年記念会館 ਆ༖嵃嵤嵓峕峐৫ಈ岿島峉1+.崽崑嵤嵑嵈岣岶峽峒ে岷峵岤峕ਸ峁峨峁峉岞
メインホールでは、基調講演とパネルディスカッションが⾏われ、パネリストの⼀⼈
峒峁峐ি৻岶岝ঽ峳峘৬ୡ峮崵崫崰嵗嵤崗৻峒峁峐峘ઓ岮峼岴岲峁峨峁
峉岞્ਝ崽嵕崊োઠ峕峙岝岶峽ৼ੍ର崣嵛崧嵤峒ુ峕எ峉峋峘૯ొ峼ൕ岼岝
崽嵕崊峕峙団体の協⼒を得て活動の様⼦峼ં峁峉嵅崡崧嵤峮ઌ岝峨峉
岿島峐岮峵ષಉ峼෪峴峔岶峳岝எ峉峋峘ણ峼ງஂ岮峉峁峨峁峉岞
東北全県からの参加者を迎え⼊れ、パンフ
嵔崫崰峮崩嵑崟峼ଦഘ峁岝峉岹岿峽峘ସਖ峕峬ৌ
ૢ峁峨峁峉岞ভৃ峙峒峐峬ણਞ岶岬峴岝எ峉峋
ঽମ峬ൎ峒峁峐ણ峃峵ಜ峝峼峂岝થਔ
ଝ峔ৎを過ごすことができました。ご協⼒、
岾ਸ岮峉峊岮峉岿峨岬峴岶峒岰岾峀岮峨峁峉岞
્ٮਝ崽嵕崊োઠ ం 峒 崽嵕崊 క 峘

 ٷ崛崊嵉嵛崸嵤 ઐ৻峘岴ੴ峳峅 ٷ
ਛ年度コアメンバーがઐ৻峒峔峴峨峃岞
ౢ৻峘৵ౘ岿峽峕৻峹峴岝岶峽崝嵕嵛岣峙峔峉峚岤峘ઢๅ岿峽岶崛崊嵉嵛崸嵤峕ਸ峹峴峨峃岞

崛崊嵉嵛崸嵤෮峕岬峉峍峐

岣岲岶岴岤崧崒嵓ၣੵඬৼ٭

৵ ౘ

ଌమ岵峳ঢ়峹峴岝事務局もコアメンバーも⼿さぐりで活動を進めてきましたが、⼀つ⼀つの⾏事を通して、“仲間”の
顔がわかるようになり、“つながり”が深まっていく様⼦を肌で感じることのできた２年９か⽉でした。私の頭の中（思考）ではい
つも“ロゴマーク”を意識しながら取組んできたように思います。⾊の濃い・薄い、隣との距離、ちゃんと輪になっているか、回ること
ができるか・・・などなど。私⾃⾝がこれからも“ロゴマーク”の⼀つとして、できることをし続け、輪の中で、オリジナルカラーを発しな
岶峳峒ુ峕ણ峼峁峐岮岷峉岮峒અ岲峐岴峴峨峃峘峑岝ਬ岷ਢ岷峲峷峁岹岴ൢ岮岮峉峁峨峃岞

＊新年度より新しい顔ぶれで活動して参りますので、皆さま০峒峬ご協⼒よろしくお願いいたします。
 岣岶峽೩ভ嵣崝嵕嵛 崵崫崰嵗嵤崗峩峮岸岤হਜଂ 
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昨年に引き続き︕

岣嵒嵔嵤ҩ崽崑嵤ҩ嵑崌崽ҩ崠嵋崹嵛峩峮岸岤 峕

参加︕

া ଅ 〜  峕৫ಈ岿島峉嵒嵔嵤ҩ崽崑嵤ҩ嵑崌崽峩峮岸峕岝崵崫崰嵗嵤崗峩峮岸峘৸৬ૐভ峒ਜ਼઼峏岻岝
峩峽峔峑ਸ峁峨峁峉岞ఽ峨峑ਢ岮峉ං岶መ峘峲岰峕อ島ந峴岝ڮ૮হ峕৫ಈ岿島峨峁峉岞岽峘崌嵁嵛崰峕
チームとして、また個⼈として、今年も参加できたことに改めて喜びを感じました。

崧崒嵓ၣଓତ৷崹崫崱峘ু峴৬ୡ
今年は、 岣岲岶岴岤崧崒嵓ၣੵඬৼ٭峘৵岿峽岝
峴峽峴峽峘ভ峘❅ଶ岿峽峘ご協⼒のもと、⼿作りコーナーを設け
峨峁峉岞岮崾嵤崡峘র峑岝ဂ岮୷峁峼岬峝峔岶峳峬岝ਸ岿
島峉峙岝峜峒ଉ峜峒ଉઓ岮峼峫峐ષ峼峴岼峐岮峨
した。肩を並べながら同じ作業を⾏うことで語り合う以上に思い
岶ৢ峂়岲峉峲岰峔ਞ岶峃峵岝ਸ峁峐峲岵峍峉峒୳峼ఞ峅峐
岮峨峁峉岞ଇཌ岶峋峱峍峒ౙু峔্峕峙岝ু峕লਟ岶峍峉
ષ峼භো峃峵岽峒峬峑岷岝পಜ峚島峐岮峨峁峉岞

崝崸崌崸嵤崢崰嵤崗
ি৻峘ఘভ峑岝岿峽岝পৃ岿峽岝
టઢ岿峽岝৵岿峽峕岝峔৬ୡ峼
岴ਵ峁峁峐岮峉峊岷峨峁峉岞ઌ໐峑岷
峔崰嵤崗峕岝எ峉峋峬ົਞ峼
峬峳岮峨峁峉岞
岬峴岶峒岰岾峀岮峨峁峉岞

嵒嵄嵛崬嵒嵤
ႈ೩શ崓嵑嵤峼崌嵉嵤崠峁峉嵒嵄嵛崬嵒嵤峼
今年も皆さんにご協⼒いただきながら作成。

嵒嵔嵤崎崑嵤崗
嵓嵇崲嵒崐
岮嵉崫崣嵤崠峒ఒਔ峘൵峨峍峉
峉岹岿峽峘嵓嵇崲嵒崐岶岝ྻর
ভৃ峼ස峳峁ਢ岻峐岮峨峁峉岞

岣岶峽೩峙ৎ岶峽峒岷়峍峐岮峵岤峒岮岰୳岮峼ુથ峁੍ର峃峵峉峫峕
峨峍峉嵒嵔嵤嵣崽崑嵤ҩ嵑崌崽岞
今年私たちチームは、 ৎ峩峽峔
峑崧崡崕峼峎峔岸ਢ岻峐峔峽峒ఢ岞
峩岾峒ਜ਼峕োೖ峁峨峁峉岞
来年は位を目指して頑張りたい︕と
ઓ岮峨峃岞
ชశ岿峽峬ค峕న岷峨峁峱岰岞

ٴਸ਼回交流会︓来年া৫ಈ
ٮถमओ৴൪ःञखऽघभदؚชశऔऽओਸऎटऔः؛
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〜 ਛ年度 ਸ਼ 交流会が開催されました︕〜
া╎ 宮城県対がん協会において交流会が開催され、੮৬峘্峕岾ਸ岮峉峊岷峨峁峉岞
今年⽉に「がんサロン︓はなたば」様が加⼊し、現在の加⼊団体は੮৬峕峔峴峨峁峉岞
当⽇は、宮城県のがん対策について（⼋巻班⻑）、宮城県がん総合⽀援
崣嵛崧嵤峘૽સ峕峎岮峐قଉেৼ৩ك峘岴ਵ峼岮峉峊岹峒ુ峕岝ਸ੮৬峘
皆さまにもそれぞれの活動紹介をしていただきました。宮城県⽴がんセンターの
ઢદে岵峳崎崋崫崘ஃਛ峕峎岮峐峘岾ସਖ峼岮峉峊岷岝峴峽峴峽峘ভ峘❅ଶ৻
峲峴௦岶岬峴峨峁峉੶ৣقසك岞
০峘交流会峑峙岣崵崫崰嵗嵤崗峩峮岸岤岶৯峃৯ఏ峕岵峍峐岝嵕崜嵆嵤崗
峼峏岹峍峐岮峵同志のつながり合いが深まり、⼀つの輪になって、少しずつ回
「がんサロン︓はなたば」
峴峫峐岷峉峘峑峙峔岮岵ؼ峒峂峵岽峒岶峑岷峨峁峉岞
भऔ॒

ٙ崎崋崫崘ஃਛহ৫︓峴峽峴峽峘ভ峘ણ岶ৰ峼峠ٙ
県内初の画期的な取組として「がん治療に伴う医療⽤ウイッグ購⼊と補整⽤具の助成
事業」が今年度から栗原市で開始されました。りんりんの会では３年ほど前から患者の声
として⼤崎市加美町等の議会に訴え続けてきましたが、やっと念願が叶えられました。この
ੌ岶峕峬ઁ岶峍峐岮岹岽峒峑岝৸峐峘೩岶ಉ峔੍ର峼ਭ岻峳島峵峲岰峕峔峵岽
とを切に願っております。 岟りんりんの会代表︓髙橋修⼦岠

ॉ॒ॉ॒भভ৻

〜第回東北⼤学病院市⺠公開講座に参加〜
னં崛嵤崲嵤峑岝೩ভ嵣崝嵕嵛峘ੲਾ峼峁峨峁峉

া╏ 国際センターにて開催された東北⼤学病院主催市⺠公開講座で展⽰コーナーに参加しました。
ਊ峙૯ొ峮峘峦峴෨峼ൕ岼岝団体様からご協⼒いただいたポスターを壁⼀⾯に掲⽰しました。
峨峉崮嵤崾嵓峕峙岝崧崒嵓ၣ峒岝ଓତ৷ু峴
崹崫崰峼峇島峈島னં峁峨峁峉岞ਸ峙ઓ岮ઓ
岮峕岝ু峕峍峉峴岝峍峉峴岝ถ峁岮峴্峕峎岮
峐ସਖ峃峵峔峓峁峔岶峳岝ভৃ峙峒峐峬ዖ峮岵峔峇
峁峐ਮ峮岵峔૬ਞ峕ෆ峨島峐岮峨峁峉岞
⼀つの目標に向かって皆で協⼒し合いながら進
むことの⼤切さと共に、その喜びを感じられる展⽰
コーナーでした。ご協⼒いただいた皆さま本当にあ
峴岶峒岰岾峀岮峨峁峉岞

 ٴ೩॔থॣॺش৹ਪقਛ年⽉〜⽉実施）へのご協⼒ありがとうございました。
ਠؚਈીਾઔછ॑ਛরदघ॔ ؛থॣॺشଦഘਯؚઽਯ ٫ ؼাਠ
河北新報に中間報告が掲載されました。
 ٴ今年もリレーフォーライフへ参加します︕ 皆様のご協⼒をお願いいたします㋏
⽇時︓া ଅ 〜  会場︓地下鉄国際センター駅前広場
 岣岶峽೩ভ嵣崝嵕嵛 崵崫崰嵗嵤崗峩峮岸岤হਜଂ 
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聖路加国際病院精神腫瘍科部⻑

৳௳ ඤ ে ॑उഃऌखथ ଢ଼ఊভ৫ಈしました︕

॔ٮথॣॺشટभถमؚشঌش४
पथൕൗखथउॉऽघभदजठैुಡचथ
ओ༮ऎटऔः؛

াقكଗૂَाृऍઁਾُपथؚଢ଼ఊভ॑৫ಈखऽखञ؛
৳௳েऊैमؚऋ॒೩१এॺشपउऐॊ੦মऩढ़क़থ७জথॢभੱ੭
पणःथओଝःञटऌऽखञ؛శଞपखःઍपुऊऊॎैङؚधथु
ॎऊॉृघऎଝखथःञटऌؚভৃऊैुञऎऔ॒भସਖऋఞचैचऽख
ञ。アンケートでは、講義の理解度について割以上の⽅が理解できたと答
इथःऽघ؛
また、ロールプレイを講義の途中に何度か取り⼊
ोञऒधदؚಸखञऋ৬ୡघॊऒधदखऔृ
ିਔघॊポイントが理解しやすかったなど、સ
以上の⽅が良かったと௦इुؚढधञऎऔ॒টش
ルプレイを⾏いたかったなど、ாな意⾒も多
ਯୂऊोऽखञ؛

KWWSPL\DJLJDQVXSSRUWFRP

৸৬भ୳भরदु、「カウンセリングの役割を強く意識
खञَُਸभଢ଼ఊভद৾लऋऊढञَُঽীपदऌ
ॊऊঽਦमऩःऋؚ০೩ভಉदણऊखथःऌञःُ
َ௫खाऩऋैधथुञीपऩॊଝटढञُऩनؚऎ
भ্رप௬॑ःञटऌऽखञ؛
दमऽट、実際にピアカウンセリングを⾏う機会や場
ਚमैोथःऽघऋؚऔ॒भرभણभরदؚ০
学んだカウンセリングの⼼得を活かした関わりを⾏ってい
ञटऐञैౘःदघ؛

〜 ِऋ॒೩ভ؞१টথ ॿॵॺডشॡाृऍّを代表して〜
ౢ৻

৵ ౘ

০भଢ଼ఊভमಈহधखथमਸ਼ڭ৯भଢ଼ఊভदखञऋڰؚभ্قر௦名、複数回答あり︓
ऋ॒体験者２７名、家族６名、医療者１２名）にご参加をいただき、保坂先⽣から講義を受けながらটشঝউ
ঞॖをし、その都度わからないことを質問していくという内容で研修会が進んでいきました。
ଢ଼ఊভの中では、がん体験者、ピアとして何ができるのか、誰かのお役に⽴ちたいという思いで質問औोथ
ःॊ⽅々がほとんどで、どう答えて良いか悩んでしまう問いかけやかかわる際の注意点など、保坂先⽣にम
わかり易く৬पઇइथःञटऌؚऩऊऩऊലऐऩऊढञऒधृੴढथउऊऩऐोयऩैऩःऒधऩन॑৾
सञଢ଼ఊভदखञ؛
৳௳先⽣から「⾝近でソーシャルサポートしてくれる⼈が２〜３⼈必要」と教えていただきましたが、私ঽ
ମが誰かの２〜３⼈の中に含んでいただけるように、できる範囲で努⼒していきたいと感じているところです؛
৳௳েؚਸऔोञؚ৫ಈपँञढञ५ॱॵইق૿ਊ؞হਜଂكपੱؚऊैපःञखऽघ؛

 ٴ+ াेॉ ௐে୰ ऋ॒१টথَःऒःُऋਸো ٛਠਸো੮৬म ੮৬ ٜ
 ٴ+年া⽇（⾦）〜 ਸ਼ ネットワーク交流会開催予定（対がん協会内）
 ٴ+ াႃ ॿॵॺডشॡಈभ ೩॔থॣ॑ॺشৰ ҩҩҩ ご協⼒お願いいたします︕
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َজঞشҩইज़شҩছॖইҩ४কঃথ ाृऍُ
ा॒ऩद 参加しました︕

ॿॵॺডشॡाृऍभঈش५भद

१ংॖংش६ॺشॡ

〜参加者の声〜

ுॊা ╏ 〜 ╉ ব७থॱش
च॒टः⻘葉⼭交流ઁৃपथَؚজঞ؞شইज़؞ش
ছॖই؞४কঃথ ाृऍُऋ৫ಈऔोऽखञ؛
૯ొ؞भऻॉ෨॑ৗ৹खؚધஊৢॉॿॵॺডشॡ
ाृऍभ෨॑ൕऑथੂਸःञखऽखञ؛
ႈ೩શढ़ছ॑شॖওش४खञজথॶজشदमؚ
ञऎऔ॒भ্पご協⼒ःञटऌؚभॶজشऋृ
ऊपཪैोऽखञ؛दؚ৺名の⽅にお⽴
ち寄りいただきました。ご協⼒いただいたऔऽؚ
মਊपँॉऋधअओकःऽखञ؛जखथؚउो
दखञ؛

ছ५ॺक़ज़شॡ

ऋ॒भनु॑ஹॊভଗ੍ ৻

ଯઢ഻

எम१ংॖংشदमँॉऽच॒ऋؚ年前当時ୃभඅ॑৵ుऋ॒दଷऎखऽखञ؛
खाधౙखाബभরؚஎ॑ढथくれたのがある⼈の⾔葉でした。「⼤丈夫、失ったभदमऩऎङढध
্भડपःॊ্ؚभੱभরदেऌथःॊُ০ੂीथਸؚ৬ୡखऽखञজঞشইज़شছॖইदखञऋؚ
औ॒धુपనऌৢ॑ੱؚॎचॊহऋলਟऽखञহपधथुපಱखऽघ؛ฎाౙखिযभડपमؚङၴ
ऊఞॉढथऎोॊखؚஎुऽञज॒ऩযपऩॉञः  ؼीथजअगञदखञ؛

ِٴऋ॒೩ভ؞१টথ ॿॵॺডشॡाृऍّホームページ完成︕
KWWSPL\DJLJDQVXSSRUWFRPQHWZRUN
〜 ⾦  ٴ1+.ছ४ड़ਸ਼َ०४टढठू︕」吉⽥代表、⽥村 েল
  ٴ আ॔ढ़क़থ७জথॢঐॖথॻ॑৾वଢ଼ఊভ ৫ಈ
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〜 ਸ਼ 交流会が開催されました︕〜
ਛ年度ِऋ॒೩ভ؞१টথ ॿॵॺডشॡाृऍّਸ਼回交流会が、া
ଗৌऋ॒ੈভपथ৫ಈऔोؚ੮৬ؚ৺भ্पओਸःञटऌऽखञ؛
当⽇は、参加団体より今年度の活動計画等を紹介していただくと共に、吉⽥代表より
ネットワークの年間スケジュールの説明が⾏われました。
今年度は、リレーフォーライフ（〜كषभਸ॑ ॿॵॺডشॡभ৸৬ૐভध
खथਜ਼઼तऐथॉੌिऒधधऩॉॢؚঝشউपীऊोथ
رऩ॔ॖॹ॔॑লख়ःऽखञ؛ਊऊैःञटः
ञ意⾒を基に、॥॔ওথংقشઈ৩كভ৮पथؚਸ
্১ಉपपणःथऔैपถखऎਫ਼ୈ
ःऌञःधઅइथउॉऽघ؛
ถऋৠखઃਸ਼ؚपउੴैच
औचथいただきますので、ご協⼒
उൢःःञखऽघ؛

قਵख়ःؚకभك

எञठभ


ࣟࢦ࣐࣮ࢡࡀỴᐃࡋࡲࡋࡓ㸟 

たくさんのご応募をいただき、ご協⼒ऎटऔःऽखञऔऽؚ
মਊपँॉऋधअओकःऽखञ؛ਊਸऔोञऊैभ
ટपेॉؚঐথঐभভঃ७জभඔਉྣऔ॒भॹ२ॖথ॑ॿॵ
ॺডشॡभট०ঐشॡधखथઞ৷खथःऎऒधधऩॉऽखञभदؚ
ओງஂःञखऽघ؛
قभك

ଗभرऩऋ॒೩औؚ॒ओੇఔؚඑ
が⼀つの輪になって、ネットワークの活動を盛り上
ऑथःऌञःधःअൢःऋीैोथःऽघ؛ู
भৣपम୨दँॊَখॠঀঁॠُ॑ਸइؚजो
॑೧िेअपؚजोझोभႈ೩भজথढ़ছ॑شॖ
メージした⾊とりどりの花が肩を組んで輪になるे
अपଡਛखऽखञ؛पुखऽोؚఎାऋᅞः
थऎॊऒध॑ൢढथःऽघ؛
 قE\ঐথঐभভঃ७জ ඔਉྣऔ॒ ك
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