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支援団体と連携︑テーマソング披露

法人県難治性血管奇形相互支援 ない社会をつくろうと︑同会と ﹁患者が差別や偏見により生き り悪化を防いだりするしかでき
会︵有嘗健理事長︶は︑山口市 カラフレが連携︒歌詞に山口県 がいや働きがいを失うことがな ない︒県内では診療が受けられ
初のご当地アイドルユニット の方言を取り入れたテーマソン いよう︑次世代に向けて発膚し ないなど患者の負担が重く︑見
かけでは病気と分かりにくいこ
﹁Cara☆Fure﹂ ︵カラ グ﹁みんな友達じゃけぇ﹂をイ たい﹂︑カラフレのリーダー︑
フレ︶と連携して啓発活動に取 ベントなどで披露し︑病気への 唐谷あみさん︵15︶は﹁いろいろ とから職場などで差別を受ける
り組む︒カラフレのメンバーら 理解を呼び掛ける︒5月中旬か な場所で歌ってこの病気のこと こともあるという︒

血管が変形し体に腫れや激し が2日︑県庁で会見し︑同会の らシングルCDとして1校千円 を知ってもらいたい﹂と話した︒
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