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※等幅フォントでご覧いただくと最適に表示されます。 

 

みなさまこんにちは。 

紫陽花の花が鮮やかに雨に映る季節になりましたね。 

食品の扱い等に気を遣う時期ですが、暑い夏が来る前にしっかり 

スタミナを付けて備えましょう。 

〓〓〓〓〓  も く じ  〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

１、第８期アレルギー大学 開講のご案内 

２、「アレルギーのおはなし」第11回 あいち小児保健医療総合センター  佐々木渓円 

３、東日本大震災に対する支援活動報告 

４、東日本大震災に対する支援活動 『アレルギー講演会』のご案内 

５、「アレ大修了生☆リレートーク」第６回 西村禎賀 
６、アレルギーっ子のおいしいレシピ 近藤由美 

７、アレルギー対応旅行モニターツアー、先行案内 

８、賛助会員からのメッセージ 

９、６月度「アレルギー児の親の交流会」開催のお知らせ 

１０、「アレルギーっ子の防災セット」登録についてお知らせ 

１１、アレルギー教本「食物アレルギーの基礎と対応」のご案内 

１３、メールマガジン会員募集中！無料です。 

１４、募金にご協力ください 
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------------------------------------------------------------------- 

１、第８期アレルギー大学 開講のご案内 

------------------------------------------------------------------- 

第8期アレルギー大学がスタート!! 

 

6月1日（土）の愛知・千葉会場をかわきりに、第8期アレルギー大学がスタートしました。 

アレルギー大学は、栄養士、調理師、保育士、看護師、養護教諭など専門職の方にはもちろん、 

アレルギーの患者、家族の方、外食・食品企業など、どなたでもご受講いただける講座と実習で 

「食物アレルギー」を体系的に基礎から学ぶことのできる全国で唯一の講座です。 

一部講座・実習は既に定員に達し、お申込を締め切らせていただいておりますが、定員にまだ若干

の余裕がある講座もございます。受講をご希望の方はぜひお早めにお申し込みください。 

皆様のお申込・ご受講をお待ちしております。 

 

（お申込を締め切りました実習はアレルギー大学ホームページのお知らせに掲載 

してありますのでご確認下さい。） 

 

詳しくは、インターネットで「アレルギー大学」のホームページをご覧ください。 

http://www.alle-net.com/alledai/alledai01-01/ 

 

 

 

 



------------------------------------------------------------------- 

２、「アレルギーのおはなし」第11回 ～学会と市民講座～   

あいち小児保健医療総合センター   佐々木渓円 

------------------------------------------------------------------- 

今年も早いもので6月になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今月から、このメールマガジンを

発行しているアレルギー支援ネットワークで実施している「アレルギー大学」の講座も始まります。参加

される方々が手にした新しい知識や経験が、生活の中で活かされることを祈念しています。さて、昨今で

は、各大学（学校教育法で定めるところの大学）でも一般市民を対象とした公開講座が多く開かれ、日程

や通学に支障がなければ、様々な分野の知識を習得する機会が得られるようになりました。大学などの

教育機関だけではなく、各学術学会の中には市民公開講座などの名称で学会会員以外でも参加しやす

い勉強の機会を提供している団体もあります。アレルギー疾患に関する学会では、日本アレルギー学会、

日本小児アレルギー学会、日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会などの学術学会があり、それぞれ

の年次大会の開催期間に併せて公開講座を開催しています。大学の公開講座と同様に日程や地理的

条件が限られますが、公開講座のみの参加であれば高額な学会参加費を準備する必要がないことは

家計に優しいのではないでしょうか。今年度の開催日程は、日本アレルギー学会秋季学術大会が 11 月

28日から30日（東京、公開講座日程は未定）、日本小児アレルギー学会は10月19日から20日（横浜、

公開講座は20日）、そして日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会は6月8日から9日（つくば市、公開

講座は9日）です。また、メールマガジンをご覧になっている方のお住まいは東海地区が多いかもしれま

せんが、来年の第31 回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会は 2014 年6 月28 日から 29 日に名古

屋国際会議場で開催する予定です。各学会の公式インターネットサイトに詳しい情報が更新されていま

すので、ご都合がつく方は参加してみてはいかがでしょうか。 

 ところで、アレルギー疾患に関する代表的な学会だけでも複数の国内団体がありますが、国内の学会

にはどのようなものがあるのでしょう。「学会名鑑」という 3 年毎に発行されていた冊子がありますが、平

成 23 年以降はインターネット版で公開されています（http://gakkai.jst.go.jp/）。全ての学会が公開講座を

開催しているわけではありませんが、アレルギー疾患に限らずご興味がある分野の知見を得る機会とし

て公開講座も利用してみてはいかがでしょうか。 

 最後に、少し余談です。今では数多くの学会がありますが、近代的学会の起源はいつ頃まで遡るので

しょうか。自然科学系学会の起源については議論があるものの、1603年にローマで誕生したアカデミア・

デイ・リンチェイ（Academia Nazionale dei Lincei）が始まりとして考えられています。この名称は聞き慣れ

ませんが、ガリレオも会員であったと聞けば大凡のイメージがつかめるのではないでしょうか。このアカ

デミア・デイ・リンチェイの設立には王室が関与していますが、私設学会としてはロンドン王立協会（1662

年にチャールズ 2 世の勅許を得たため、名称は王立としています）が最古となります。ロンドン王立協会

の過去の会員にはニュートン、アインシュタインなどの誰もが知る先駆者の名前が挙がりますが、次代

を担う世代の教育にも力を注いでいます。このような教育機会が、アレルギー疾患対策に貢献する新た

な発見を生むとよいですね。 

 

参考資料： 

日本学術会議国際協力常置委員会 各国アカデミー等調査報告書 (2003) 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

３、東日本大震災に対する支援活動報告 

------------------------------------------------------------------- 

アレルギー支援ネットワーク・大船渡事務局では、6 月30 日に実施する「アレルギー講演と交流の集い」

のチラシを配布し、広報活動をしています。 

大船渡市教育委員会や保健所、児童家庭課、子育て支援団体、医療機関の、また、近隣の陸前高田市

や住田町でも自治体のご協力をいただき、園や学校への周知をしています。今のところ、昨年アレルギ

ー相談に参加された方や、遠く盛岡からもお申込をいただいています。アレルギーで悩まれたり、アレ

ルギーが心配な方々が多く参加していただけることを願っています。 

大船渡事務局・村上トメ子(子育てサポーター「スマイル」) 

 

 



------------------------------------------------------------------- 

４、東日本大震災に対する支援活動 『アレルギー講演会』のご案内 

------------------------------------------------------------------- 
東日本大震災のアレルギー患者支援活動として、６月３０日（日）に岩手県大船渡市市民会館にお

いて『アレルギー講演会』を開催致します。 

「食事後、湿疹が出た！アレルギーかしら？」、「食物アレルギーが心配？」、「ぜん息かしら？」、「ア

トピーって大きくなれば治るのでしょ？｣と思っていませんか？アレルギー情報は５年前、１０年前

と大きく変わっています。 

一方、食物アレルギー、ぜん息はそのままにしておくと、命に関わることもあります。アトピーで

は大人まで全身症状がつづき、大変辛い生活が強いられることになります。そんな方に、東京の同

愛記念病院小児科で日々アレルギー児の治療をすすめている「アレルギー専門医」がお話し、皆様

の心配にお答えします。また、講演終了後、「個人相談会」も行います。 

 

------------------------------------------------------------------- 

５、「アレ大修了生☆リレートーク」第六回  西村禎賀 

------------------------------------------------------------------ 

アレルギー大学に参加して  

 

私は昨年度、初級から上級までを1年間で修了しました。たくさんの先生方から、アレルギーについての

基礎から最新の治療まで学ぶことができ、とても勉強になりました。 

また講義だけでなく、調理実習では、受講生同士の交流もでき、栄養士・調理師だけでなく、アレルギー

のお子さんを持つお母さんや、実際に複数のアレルギーを持っている方との交流ができ、お話を聞くこ

とができたことも、勉強になりました。 

私は今、保育園の栄養士として働いています。給食を作る時、アレルギー児の保護者とお話しする時な

ど、アレルギー大学で学んできたことが自分の自信になっていると感じています。休日に勉強をするの

は、少し大変でしたが、アレルギー大学に参加してよかったと思っています。 
 

------------------------------------------------------------------- 

６、アレルギーっ子のおいしいレシピ 

「 初夏のさわやかゼリー 」       近藤由美 

------------------------------------------------------------------- 

暑いこれからの時期にピッタリ。旬の果物を存分に楽しめるデザートです。 

家族みんなで召し上がれ。 

 

 



------------------------------------------------------------------- 

７、アレルギー対応旅行モニターツアー、先行案内 

------------------------------------------------------------------ 

沖縄アレルギー対応旅行！ 今年度モニターツアーの先行案内 

 

QOL トラベルでは、昨年度に続き今年度も「アレルギー対応旅行」に対する公的支援を申請してお

り、 

申請が採択されることを条件に、ご家族に金銭補助が付くモニターツアーを 4 本、催行します。 

昨年度は平成 25 年 2 月にモニターツアーを催行し、無事故かつ多くの感動を実現しました！ 

 

今後の最新情報をご希望のかたは、 guide@qoltravel.com まで、下記要領でメールください。 

・メールの件名： モニターツアー情報希望 

・メール本文に記載： ①あなた様の氏名、②ご家族構成を簡単に、③お住まいの都道府県、④ご

質問があればご遠慮なくお書き下さい。 

注１： 公的支援の採択は、6 月 10 日の週に判明する予定です。 採択されなかった場合は、下記

のアレルギー対応旅行を、通常価格でご案内します。 

注２： アレルギー発症リスクを最小限に抑えた観光ツアーです。 治療目的のツアーではありませ

ん。 

 

お問合せ： QOL トラベル  TEL０８０-２１１９-４６０６   担当：栩野（とちの）、 新膳（しんぜん） 

 

【今年度モニターツアーの予定】 

その①： 7 月モニターツアー『沖縄本島 海を満喫する旅！』 

夏本番、沖縄の海とビーチを心ゆくまで楽しみましょう！ 

詳しくは、http://www.fcrest.co.jp/travel/qolhontouyoyaku.pdf 。 

・旅行日程 ： 7 月 28 日（日）から、2 泊 3 日 

・宿 泊  ： 沖縄本島の、ユインチホテル南城 1 泊、サザンビーチホテル＆リゾート沖縄

1 泊 

・出 発  ： 羽田空港  ～ご希望に応じて他の空港からも手配しますので、お申し出下

さい～ 

・募集人数 ： 20 名様まで（3 歳未満を除く人数） 

・一般募集 ： 6 月 17 日（月）開始  ～募集人数に達した時点で募集終了～ 

・旅行代金 ： 公的支援が付く場合、ご旅行中の全ての食事代を含み、おひとり様 7 万円台

（3 歳未満無料）。 

 

その②： 10 月モニターツアー『沖縄本島＆久米島 沖縄の離島を体験』 

アレルギー対応が可能な久米島だからこそ実現する“離島体験”！ 旅行代金は、今後ご案内。 

・旅行日程 ： 10 月 11 日（金）から、3 泊 4 日 

・宿 泊  ： 沖縄本島 1 泊、久米島 2 泊 

・出 発  ： 【予定】 名古屋を含む 2 箇所 

 

その③： 11 月モニターツアー『沖縄一のパワースポット南城市 ヒーリングの旅』 

ハーブ祭りと文化あふれる南城市をじっくり楽しむ旅！ 旅行代金は、今後ご案内。 

・旅行日程 ： 11 月 22 日（金）から、2 泊 3 日 

・宿 泊  ： 沖縄本島南城市 2 泊 

・出 発  ： 【予定】 名古屋を含む 2 箇所 



 

その④： 1 月モニターツアー『日本一早い春を沖縄で迎えよう』 

沖縄で満開の桜（寒緋桜）を楽しみます。 旅行代金は、今後ご案内。 

・旅行日程 ： 1 月 24 日（金）から、2 泊 3 日 

・宿 泊  ： 沖縄本島南城市 1 泊、那覇 1 泊 

・出 発  ： 【予定】 名古屋を含む 2 箇所 

 

QOL トラベルのアレルギー対応旅行 

１．専任の事前相談員： アレルギー対応について、ご旅行前にご質問・ご相談にお応えします。 

２．朝昼夕全て 10 品目完全除去の食事（除去：卵、乳、小麦、そば、落花生、エビ、カニ、大豆、ゴ

マ、ナッツ類）。 

３．レストランホールでの誤配の防止 

４．宿泊環境の整備： 入念な清掃、寝具・アメニティの選択。 

５．旅行中の緊急時への備え： 地域の医療機関・救急隊と連携。 

 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

８、賛助会員からのメッセージ    スギヤマ調剤薬局

------------------------------------------------------------------- 

【スギヤマ調剤薬局 御器所店は、アレルギー対応食品の専門店です】 

 

 平成元年に、アレルギー専門の「みちはたこどもクリニック」さんの横に開局して以来、スギヤ

マ調剤薬局 御器所店は様々なアレルギー対応食品を扱ってきました。アレルギーでお困りの方も

笑顔で日常生活が送れるよう、皆様のお力添えができればと思っています。 

 

★アレルギー対応食品がこんなにたくさん！！ 

 初めて来局されたお客様は、皆一様にアレルギー対応食品の品揃えの多さに驚かれます。今まで

送料を別々に払ってネットで買っていたものが全部揃う！とのお声も頂戴しています。その品揃え

は・・・食品だけでなんと400アイテム以上！ 

 

★どんな商品があるの？？ 

 当店においてある食品はすべて乳・卵不使用です。グルテンフリーの米パンや米粉麺、米粉ミッ

クス粉はもちろん、当店売上NO.1の「卵を使ってないマヨネーズタイプ」や大豆小麦不使用の「白

菊しょうゆ」、牛乳由来成分を含まない「A-1マーガリン」などの調味料類から、外出時に便利なレ

トルト食品や、小麦を使用しないクッキーなどのお菓子類、お子様に大人気のアレルギー対応冷凍

ケーキやドーナツなど、多様な品揃えで皆様のお越しをお待ちしております。例年１１月末ごろよ

り、アレルギー対応のクリスマスケーキのご予約も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。 

 

★主な取扱メーカーは？ 

 ウイングフーズ、エルフィン・インターナショナル、太田油脂、げんきタウン、千野米穀店、辻

安全食品、中野産業、ヘルシーハットなど、たくさんのメーカーの商品を取り扱っております。 

 

★製造ラインでのコンタミが心配です・・・ 

 製造工場まで赴き、製造工程を確認した商品もあります。製造ラインの洗浄はどのように行って

いるのか、どのようなアレルゲンが工場内にあり、どのように管理されているか、製造ライン上で

のコンタミの危険性はあるのか、などのチェックをしてます。微量混入でアレルギー症状が出てし

まう方は、遠慮なく店頭スタッフにお尋ねください。 

 

★店舗の場所はどこですか？ 



 地下鉄御器所駅の3番出口を出てすぐのところにある「笑笑」という居酒屋を左折、20ｍほど歩

いて右手側のビルの１階にあります。店舗前に３台分の駐車場がございますのでお車でお越しいた

だけます。満車の際は、店舗裏の第２駐車場（３台分）をご利用下さい（詳しい場所はスタッフに

お尋ね下さい）。 

 

★遠くて御器所の店舗まで行けないのですが・・・ 

 ネットからご購入いただくこともできます。ドラッグスギヤマのホームページの「ネットショッ

ピング」をクリックしてください。 

http://sugiyama-club.jp/top.html 

 また、御器所店に直接FAXや電話していただいて、ご注文いただくこともできます。いずれの場

合も、商品は宅急便にてお送りさせていただきます。（送料、代引き手数料が別途かかりますが、

10,500円以上お買い上げいただくと送料、代引き手数料は無料になります。なお、冷凍・冷蔵商品

の場合は、別途クール料金が必要になります。） 

 

★自宅近くのドラッグスギヤマでアレルギー対応食品を買いたいのですが・・・ 

 御器所店以外のスギヤマでアレルギー対応食品の取扱いがある店舗は、現在のところドラッグス

ギヤマ植田店とスギヤマ調剤薬局島田店のみになります。この２店舗におきましては取扱商品が限

られておりますのでご注意下さい。 

 そのほかのドラッグスギヤマではアレルギー対応食品の取扱いはございませんが、お取り寄せと

いう形で御器所店の商品をお買い求めいただくことは可能です。ただし常温商品に限らせていただ

いております。ご注文を頂いてから商品の受取りまで１０日ほど日にちがかかる場合がございます

のでご了承下さい。お取り寄せの際は、まずは御器所店に電話していただき、ご相談下さい。個別

に対応させていただきます。 

 スギヤマ調剤薬局御器所店 TEL：052-842-3223 

 

★処方箋調剤もできるの？ 

 調剤薬局なので処方箋も受付しております。アレルギーに精通した薬剤師が服薬指導いたします。

アレルギーやアトピーでお悩みのことがございましたら遠慮なくご相談下さい。どこの病院の処方

箋でも受付いたしますが、事前にFAXをしていただくとスムーズにお薬をお渡しできます。ただし

処方箋の有効期間は、処方日を含めて４日以内となっておりますので、４日以内に処方箋を持参し

てご来局下さい。また、ご用意するのに時間を要する薬もございますので、初めてご利用される場

合は事前に直接ご相談いただいたり、お電話いただけると助かります。 

 

今後とも、スギヤマ調剤薬局 御器所店をよろしくお願い申し上げます！ 

 

スギヤマ調剤薬局 御器所店 

住所： 名古屋市昭和区阿由知通4-7 

電話： 052-842-3223 

FAX： 052-842-2757 

 

------------------------------------------------------------------- 

９、６月度「アレルギー児の親の交流会」開催のお知らせ 

------------------------------------------------------------------- 

食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、ぜん息など、アレルギーのお子さんの事、アレルギーかな？

と、お悩みのある方、スキンケアや食事の事、園や学校についてなど同じ悩みをもつ皆さんと一緒

にお話をしませんか？どこの交流会へも参加可能です。交流会を実施している区外、或いは近郊の

市町にお住まいの方の参加やお問合せも多く、ご要望の多いところから順に交流会の開催準備をす

すめています。参加希望の方はご連絡を下さい。お待ちしております。 

 

６月は 

食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、ぜん息など、アレルギーのお子さんの事、アレルギーかな？

と、お悩みのある方、スキンケアや食事の事、園や学校についてなど 



私たちと一緒にお話をしませんか？どこの交流会へも参加可能です。 
交流会を実施している区外、或いは近郊の市町にお住まいの方の参加やお問合せも多くなっていま

すので、ご要望の多いところから順に交流会の開催準備をすすめています。 
参加希望の方はご連絡を下さい。お待ちしております。 
 
    
６月は   
５日（水）西尾アレルギーの会 アレッ子元気  西尾市総合福祉センター４階 洗心庵 
６日（木）守山アレルギーの会         守山区社会福祉協議会 研修室 
７日(金)天白アレルギーの会      天白区在住サービスセンター ボランティア室 
７日（金）あま市アレルギーの会         美和公民館 和室１  
８日（土）刈谷アレルギー児の親の会              刈谷市民ボランティア活動センター      
１１日（火）春日井市アレルギーの会        レディヤン春日井 
１４日（金）アレルギー支援ネットワーク    アレルギー支援ネットワーク 事務所 
２０日（木）豊橋アレルギーっ子の会       豊橋会館「さくらピア」児童保育室 
２０日（木）名東区アレルギーの会               名東区在宅サービスセンター・研修室 
２４日（月）名古屋南部アレルギーの会              未定 
２６日（水）緑アレルギーの会          片平ふれあいセンター 和室 
          
    ぷちヴェール日進・長久手アレルギーの会 お休みです。   
 
【対象】０歳～中学生位までのアレルギー児の保護者 
【参加費用】各交流会に確認して下さい。  
 
お申込は電話052-485-5208 URLhttp://www.alle-net.com/ 
皆さんのご参加をお待ちしております。 
 

 

-------------------------------------------------------------------- 

１０、「アレルギーっ子の防災セット」登録についてお知らせ 

-------------------------------------------------------------------- 

アレルギー支援ネットワークは震災を通じ直面した課題克服と今後の災害発生に向けて、「アレルギ

ーっ子の防災セット」の普及活動を行っております。 

 

緊急事態でも迅速かつ的確にアレルギー支援活動を行うための「アレルギーっ子の防災セット」は、

「登録シリコンバンド」「緊急連絡カード」「安否確認システム」の３点がセットになっています。 

お申込みはアレルギー支援ネットワークのＨＰから「安否確認システム」に登録することで、１患

者につき「登録番号入りシリコンバンド１本」と「緊急連絡カード３枚」が郵送されます。登録対

象者は、アレルギー患者本人または保護者の方です。アレルギー支援ネットワークや各患者会など

の会員以外の方も登録可能で、一切費用はかかりません。ぜひ、ご登録をご検討下さい。 

 

また、登録の際にご注意いただきたい点があります。下記の注意点をご確認の上ご登録下さい。 

① 迷惑メールフィルター設定をしていませんか。 

仮登録をされた後、本登録していただくためのホームページのリンクを仮登録で入力して

いただいたメールアドレスに送信していますが、迷惑メールフィルターによって受信不能

（弾かれる）になっている方がたくさんいらっしゃいます。携帯端末だけではなく、yahoo

やGmailなどのフリーメール、プロバイダ提供のメールフィルターでも起きています。 

お手数をおかけしますが、迷惑メールフィルターの設定を今一度ご確認をお願いいたしま

す。 

ＰＣメールの受信（システムからの自動・一斉送信を受信）、なりすましメール（メーリ

ングリストからのメールを受信）の設定をお願いいたします。 

その際のアドレス（ドメイン）は、@alle-sien.sakura.ne.jp と、@alle-res.com です。 



② 登録の際、｢ルート認証が確認できないため、接続できません｣等の警告が表示され、接

続できなくなる事があります。 

ご登録の際に、i-modeやezweb、Y!ケータイなどで接続すると表示が出てしまい接続でき

ない場合があります。これは、暗号化通信で中継してくれるサーバがパソコン用（一部の

ドコモの機種に対応）の回線にしか対応できていないために発生しています。 

これらを避けるため、皆様の登録の際には、｢フルブラウザ｣｢ＰＣサイトビュア｣｢ＰＣサイ

トブラウザ｣などのパソコン用のホームページ閲覧機能をお使いいただき、｢ルート認証が

確認できません｣と出ても無視して接続してください。 

それでも接続できない場合、登録や情報更新の時は、申し訳ありませんがパソコンをご利

用ください。 

 

また、すでに登録されている方で、パスワード設定をされていない方（２０１１年８月末から接続

されていない方）は、防災ネットワークのトップページ左下の｢パスワードを忘れた方は、こちら｣

の｢こちら｣クリックしていただき、パスワードを設定してください。 

新システムからご自身で登録情報の確認や更新ができるようになります。 

なお、新システムはまだ改修途中で、登録内容の入力方法の簡素化や医療機関・協力組織との連動

性の向上などを進めています。 

皆様には、まだご迷惑をおかけするかもしれませんがよろしくお願いします。 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

１１、アレルギー教本「食物アレルギーの基礎と対応」のご案内 

------------------------------------------------------------------- 

皆さまは、既にお持ちですか。 

アレルギーに関わる皆様のバイブルとなる「食物アレルギーの基礎と対応」。 

本書は、宇理須先生監修の下、アレルギー専門の医師やアレルギー対応給食の現場で活躍されてい

た先生等専門の方々に執筆・編集協力をしていただいており、充実した内容になっています。 

アレルギーに携わる仕事をされている方、アレルギーのご家族がいらっしゃる方、アレルギーに関

わる皆様はもちろん、アレルギーについて勉強がしたい、興味があると言う皆様にもぜひ、お手元

へ置いていただきたい一冊です。 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

１２、メールマガジン会員募集中！無料です。 

------------------------------------------------------------------- 

アレルギー最新情報や地域の会の情報など、「アレルギー」に関する情報満載の「アレルギー支援ネ

ットワーク・メールマガジン」。ただいまご購読会員募集中。ご購読は無料です。みなさんの周りの

方にも、ぜひご登録をおすすめください。また「こんなことを取り上げてほしい」「知りたい情報が

ある」などメールマガジンで取り上げる記事についてのご要望もお待ちしています。 

あなたの声で、アレルギー対策が一歩前進するかもしれません！info@alle-net.com までお気軽に

どうぞ。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

１２、募金にご協力ください 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

※認定NPO法人アレルギー支援ネットワークは寄付金控除対象団体です※ 

 

「GiveOne寄付サイト」http://www.giveone.net/cp/PG/CtrlPage.aspx?ctr=pm&pmk=10108 

 

『東海地域にアレルギーを持つ親子を地域で支えるサロンを』プロジェクト 

～アレルギーを持つ親の不安な気持ちを支え、子供たちの笑顔を守ろう！！～ 

（※GiveOneの寄付サイトでは引き続き掲載をさせていただいております。） 



http://www.giveone.net/cp/PG/CtrlPage.aspx?ctr=pm&pmk=10290 

 

 

「東海ろうきんNPO寄付システム」http://tokai.rokin.or.jp/npo/index.htmlを通じて寄付をお

願いしております。寄付の方法や支援していただく事業などは、各リンク先をご確認ください。ま

た直接の寄付および領収書発行等につきましては、下記事務所までお問い合わせください。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

★メールアドレスの変更や、このメールマガジンに関するお問合せは 

asn-mailmagazine@alle-net.com（メルマガ編集部）までお願いします。また、今後、アレルギー支

援ネットワークのメールマガジンを希望されない方は、お手数ですが、件名に「配信停止希望」と

書いてメールをお送りください｡（メールマガジン配信準備の都合上、配信停止手続きと行き違いで

お届けする場合がございますが、ご了承ください。） 

★メルマガの転載について 

無断転載・転送を禁じます。アレルギーの会などが活動で使用する場合は、メルマガ編集部 

asn-mailmagazine@alle-net.com までお尋ねください。なおメールマガジンのメールアドレスには、

返信はできません。ご注意ください。 

☆ ★☆みなさまからのご質問を募集中！アレルギーや支援ネットワークに関することなんでもOK

です。ぜひお気軽にどうぞ☆★☆ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－★みなさまからのご要

望、お便り、アレルギーについての疑問などお寄せください。  

 

発行/編集 認定NPO法人アレルギー支援ネットワーク 

◇事務局◇  

453-0042 名古屋市中村区大秋町2-45-6（3月5日に事務所はこの住所に移転致しました） 

 ▽TEL：052-485-5208     ▽E-mail：info@alle-net.com 

☆◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 


