
１ 

 

名称/代表者 カトレアの森（婦人科がん患者会） 阿部 佐智子 

対象者 婦人科がん（子宮がん・卵巣がん等）の患者さんとご家族・医療関係者 

郵便番号/住所 〒980-8574 仙台市青葉区星陵町１−１ 東北大学病院産婦人科医局内 

TEL / FAX 090-2027-9396（事務局携帯） 022-717-7258（FAX） 

ホームページ http://www.ob-gy.med.tohoku.ac.jp/patient-cancer/index.html 

E-MAIL spa97wb9@wing.ocn.ne.jp 

H29 年度 

活動のまとめ 

茶話会(講師をお招きしての勉強会、臨床宗教師・臨床心理士による講話、アロマセ

ラピーなど)を 5 回、交流会（お食事会 2 回・お喋りカフェ 4 回）、 

婦人科医師による特別講演会を 1 回、開催。 

東北大学病院臨床研究倫理委員会・医学部医学系研究科倫理委員会各一般委員。 

H30 年度 

活動予定 

各イベントは 2９年度と同じ回数の開催を予定しています。5 月１１～１３日開催

の第７０回日本産科婦人科学会学術講演会では、企業展示の会場に、患者会活動内

容をポスター掲示いたしました。 

1１月 3 日、泌尿器科医師による特別講演会を開催します。 

東北大学病院臨床研究倫理委員会・医学部医学系研究科倫理委員会各一般委員。 

PR 

ひとこと 

患者さん・ご家族の声に耳を傾け、ご希望に沿える内容のイベントを開催できるよ

う努めて参ります。婦人科がん患者さんの治療病院は問いません。 

お気軽にお問合せ、ご連絡下さい。(月水木金 13:00～17:00 に患者スタッフ在中) 

 

名称/代表者 がんサロン：はなたば 後藤 千鶴子 

対象者 がん体験者、家族、支援者 

郵便番号/住所 〒984-0823 仙台市若林区遠見塚 1 丁目 20-1 

TEL / FAX 022-294-6620 022-294-6621 

ホームページ なし 

E-MAIL なし 

H29 年度 

活動のまとめ 

月 2 回 第１、第３ 水曜日に開催 

内容：アート教室・茶話会・勉強会 

イベント開催：（７月・１０月・１２月）ミニ講座・コンサート 

外出：コンサート・スポーツ観戦等 

H30 年度 

活動予定 

月 2 回 第１、第３ 水曜日に開催（変更する場合あり）１０時～１２時 

内容：アート教室・茶話会・勉強会 

イベント開催：（５月・１０月）ミニ講座 

外出：コンサート・スポーツ観戦等 

PR 

ひとこと 

全てが手探りの状態で、１年が過ぎましたが、継続できた事はとても良かった 

今後もネットワークを通じて皆さんと情報交換をし力をもらいながら、スキルアッ

プして行きたいと思います。 



２ 

 

 

名称/代表者 
仙台医療センター 

 がん患者サロン 及び マンマサロン 
地域医療連携係長 

対象者  がん患者 及び その家族 

郵便番号/住所 〒983-8520  仙台市宮城野区宮城野２丁目８－８ 

TEL / FAX  022-293-1118  022-293-1123 

ホームページ  http://www.snh.go.jp 

E-MAIL   なし 

H29 年度 

活動のまとめ 

★がん患者サロン 

毎月 第３木曜日 13:30～15:30 

★マンマサロン（対象は乳がん） 

奇数月 第２木曜日 13:00～16:00    

H30 年度 

活動予定 

活動日時は変更ありません。 

ミニ講座は昨年度の３月に伺った患者さんの希望を取り入れつつ、今年度も新しい

企画を検討しています。 

PR 

ひとこと 

参加者の方から「同じ病気の方とお話をすることで、勉強になったり前向きになれ

ます」というご意見をいただきました。普段はなかなか話せなかったり、聞けない

ことをこのサロンで共有してみませんか？ 

予約も費用も不要ですので気軽にご参加ください。 

名称/代表者 
公益財団法人 

がんの子どもを守る会 宮城支部 
菅野 桂子 

対象者 小児がん経験者、家族や関係者 

郵便番号/住所 〒981-0962 仙台市青葉区水の森 1-27-31 

TEL / FAX 022-234-1082 022-234-1082 

ホームページ http://www.ccaj-found.or.jp/ 

E-MAIL arinko_2801s@yahoo.co.jp 

H29 年度 

活動のまとめ 

・骨髄バンクいのちの輝き展、・そらの会(子どもを亡くした母親の会)、 

・いも煮会(経験者・親)、・3D映画上映会(東北大学病院)、 

・クリスマス会プレゼント持参(東北大学病院小児病棟、マクドナルドハウス) 

・研修会、・絵画展及びゴールドリボンツリー(県庁ロビー) 

H30 年度 

活動予定 

・そらの会(子どもを亡くした母親の会) 

・いも煮会(経験者・親) 

・クリスマス会プレゼント持参(東北大学病院小児病棟、マクドナルドハウス) 

・絵画展及びゴールドリボンツリー(県庁ロビー) 

PR 

ひとこと 

 



３ 

 

 

名称/代表者 Death Café Sendai（デスカフェ仙台） 庄子 昌利 

対象者 どなたでも 

郵便番号/住所  主に仙台市内 (今後近隣の街で出張開催する可能性もあり) 

TEL / FAX メールと Facebook からのみ受付  

ホームページ https://www.facebook.com/deathcafesendai/ 

E-MAIL deathcafesendai@gmail.com 

H29 年度 

活動のまとめ 

H29年度は、代表が資格取得のために活動休止していたが、3 月末に再開。 

＊H28年度までに 10 回開催。 

アイリッシュハープ演奏、ギター演奏、詩の朗読や絵本の朗読など。 

H30 年度 

活動予定 

5 月上旬にデスカフェ開催。今後も数回、開催予定（詳細未定）。 

カフェやレストランなどでケーキを食べたり紅茶を飲んだりしながら、 

カジュアルな雰囲気の中で死について語り合いましょう。 

PR 

ひとこと 

“死”について、じっくりとおしゃべりしたことはありますか？欧米ではこれまで、

“死を話題にすることはタブー”という価値観が一般的でした。しかし今、そうし

た価値観から離れ、より良い人生を送るために死について考えようとする人が、欧

米を中心に増えつつあります。 

「死」について語ること自体が何か忌々しいことのように思われていますが、カジ

ュアルに死について語れる場を設けたいと思っていますので、ぜひご参加下さい。

死について語ることで、何か新たな発見や交流が生まれればと思っております。 

また、できるだけ、アーチストやミュージシャンのような方々にもご協力いただい

て非日常的な空間にできればとも思っております。 

名称/代表者 
仙台厚生病院 

がんサロン「いこい」 
 

対象者 当院に通院または入院中の全てのがん体験者とご家族、医療従事者 

郵便番号/住所 〒980-0873 仙台市青葉区広瀬町 4-15 

TEL / FAX 022-222-6181 なし 

ホームページ sendai-kousei-hospital.jp/medical/cancer_salon.html 

E-MAIL なし 

H29 年度 

活動のまとめ 

月 2 回 第 2・第 4 木曜日 14：00～16：00  

おしゃべりの会開催（計２３回開催） 

６月より、第４木曜日のサロンではプチ講習会の開催も始めました。院内の職員

が講師となり計９回開催しました。 

おしゃべりの会の語録かるたの作成継続中。 

H30 年度 

活動予定 

月 2 回 第 2・第 4 木曜日 14：00～16：00 

おしゃべりの会・プチ講習会を継続開催していく予定です。 

月１回（第４木曜日）のプチ講習会については院内で案内ポスターを掲示してい

きます。 

語録かるたの完成を目指して引き続き作成予定です。 

PR 

ひとこと 

ご利用になる皆様が自由に語り合える場、憩いの場となるよう 

努めております。どうぞお気軽にご利用ください。 



４ 

 

 

名称/代表者 
東北公済病院 

さろん あがらいん 
岡村 州博 

対象者 患者・家族 

郵便番号/住所 〒980-0803  仙台市青葉区国分町２丁目 3-11 

TEL / FAX 022-227-2211 なし 

ホームページ 東北公済病院ホームページにて掲載 

E-MAIL なし 

H29 年度 

活動のまとめ 

月一回第三木曜日 14：00～15：30  さろん あがらいん 

内容：ミニ講座、体験談 計 12 回開催  毎回 15 人くらい参加しています。 

 

H30 年度 

活動予定 

 

上記内容と同じ予定です。 

 

 

PR 

ひとこと 

 

 

 

名称/代表者 
東北医科薬科大学病院 

がん患者・家族サロン 
近藤 丘 

対象者 がん患者・家族 

郵便番号/住所 〒983-8512 仙台市宮城野区福室 1 丁目 12-1 

TEL / FAX 022-259-1221 022-259-1232 

ホームページ なし 

E-MAIL c-sodan@hosp.tohoku-mpu.ac.jp 

H29 年度 

活動のまとめ 

 

病院の診療体制や人事変更により活動未定 

H30 年度 

活動予定 

 

活動休止（体制が整いましたら開催する予定です） 

PR 

ひとこと 

サロンの体制をつくり、できるだけ早い時期に再開したいと考えております。その

際には病院 HPなどでお知らせいたします。 

 

 

 



５ 

 

 

名称/代表者 
東北労災病院 

四つ葉の会 
吉田 久美子 

対象者 がん患者さんとそのご家族。がんの部位や性別、年齢は問いません。 

郵便番号/住所 〒981-8563 仙台市青葉区台原４－３－２１ 

TEL / FAX 022-275-1111  

ホームページ  

E-MAIL  

H29 年度 

活動のまとめ 

計 10 回開催 13：30～15：00（第３金曜日） 

・フリートーク 

・医療用麻薬、養生ヨガ、ピアサポーター等についての講話 

・ハンドケアとメイクについて 

・クリスマス会 など 

H30 年度 

活動予定 

フリートークを基本として、皆さんの希望を確認しながら各職種からの講話等、 

活動内容を検討していきたいと思います。 

 

PR 

ひとこと 

患者さん・ご家族同士でお話できる場となっておりますので、まずは一度 

お気軽にご利用ください。 

名称/代表者 
東北大学病院 がん診療相談室 

がんサロン『ゆい』 
城田 英和 

対象者 全てのがん患者、家族、地域の方々（院内外を問わず） 

郵便番号/住所 〒９８０－８５７４ 仙台市青葉区星陵町 1-1 

TEL / FAX ０２２－７１７－７１１５(直通) ０２２－７１７－８８８６ 

ホームページ http://www.cancercenter.hosp.tohoku.ac.jp/cmc/index.html 

E-MAIL なし 

H29 年度 

活動のまとめ 

【院内活動】広報、イベント企画 

講話          9 回開催  ピアサポーターとの茶話会    １０回開催 

タオル帽子を作る会  １１回開催  ねんど細工の会          ３回開催   

おしごトーク     １１回開催   頭皮ケアとウィッグの相談会 ３３回開催 

がん診療相談室たより 季刊発行   疾患等に関する冊子の提供、書籍の閲覧・貸出     

【院外活動】ポスター掲示、リーフレット配布              

東北大学病院市民公開講座「働く世代のがん治療」   

リレー・フォー・ライフ・ジャパン 201７みやぎ  

がん征圧月間講演会「誰に相談する」             フォーラム 「がんと生きる」       

H30 年度 

活動予定 

前年度の活動継続 

★がんサロン『ゆい』茶話会    （ピアサポーター参加） 

★がんになっても自分らしく  （頭皮ケアとウィッグの相談会より名称変更） 

  毎月２回 化学療法センターにて開催   

PR 

ひとこと 

がんサロン『ゆい』では 安心して療養できるよう正しい情報の提供と 

患者さん、ご家族の交流を大切にしています。どうぞお気軽にお立ちより下さい。 

イベントの詳細は上記ホームページでもご覧いただけます。 



６ 

 

 

名称/代表者 
PinkLink（ピンクリンク） 

-乳がんと向き合う人・支える人の「わ:Link」- 
鈴木 あき子 

対象者 乳がん経験者・家族友人など・その他乳がんに理解を持つ方 

郵便番号/住所 
〒980-0014 仙台市青葉区本町 3 丁目 5-22 

管工事会館ビル６F ファミリーサポートルーム内 

TEL / FAX 022-286-0619 同左 

ホームページ http://blogs.yahoo.co.jp/pinklink 

E-MAIL pinklinkj@yahoo.co.jp 

H29 年度 

活動のまとめ 

 

H30 年度 

活動予定 

 

 

 

PR 

ひとこと 

 

名称/代表者 春風の家 (リュックサッククラブ・春風サロン) 小野 敬子 

対象者 がん患者とその家族など 

郵便番号/住所 〒９８２－０８０１ 仙台市太白区八木山本町１－１６－８ 小野方 

TEL / FAX ０２２－２２９－３３８９ Tel に同じ 

ホームページ なし 

E-MAIL k-angela@camel.plala.or.jp 

H2９年度 

活動のまとめ 

・スペルマン病院ホスピスの応援 

  12 月にスペルマン病院にてイルミネーションの設置とカトリック東仙台教会を

お借りしてのクリスマスイベントの開催 

・毎週火曜日に主に抗がん剤治療で脱毛した女性へのかつらの貸し出しと 

 午後からはがん患者や家族などお茶を飲みながら、気軽にお話できる場「春風サ

ロン」の開設 計４８回開設 

・毎月第４火曜日１０時から、患者会”リュックサッククラブ“の開催 

  計１０回開催 

・ピンクリボンスマイルウオークへの参加  ・年２回の会報発行など 

H３０年度 

活動予定 
ほぼ２９年度に同じですが、ピンクリボンウオークへの参加はありません 

PR 

ひとこと 

医療機関で抗がん剤治療の前にかつらを準備するよう言われたら、高価なかつら

の購入を考える前に、まず春風の家にお電話下さい。 

一呼吸する意味でも一度おいでになって、私たちのかつらをご覧になると少しは安

心できるかもしれません。試しに使ってから購入するのもひとつの手です。がん治

療には長い時間とお金がかかりますから…。  



７ 

 

 

名称/代表者 
みやぎ県南中核病院 

がん患者・家族サロン「ひだまり」 
がん診療相談支援室 

対象者 がん患者さん（体験者さん）とそのご家族（病院や在住の地域は問いません） 

郵便番号/住所 〒98９-１２５３  柴田郡大河原町字西３８－１ 

TEL / FAX 022４-５１-５５００（代） ０２２４－５１－５５１５（代） 

ホームページ http://www.southmiyagi-mc.jp/ 

E-MAIL gan-soudan@southmiyagi-mc.jp 

H29 年度 

活動のまとめ 

1～2 ヶ月に１回、平成 29 年度は 10 回実施。ミニ講話や茶話会を中心におこな

いました。参加者数は毎回だいたい 10 人前後です。 

H30 年度 

活動予定 

4/17（火）、5/14（月）、6/19（火）、7/23（月）、9/10（月）、 

10/16（火）、11/12（月）、1/8（火）、2/12（月）、3/（未定） 

※各回 13 時 30分～15 時 00分、みやぎ県南中核病院にて開催。  

※詳細についてはお問い合わせください。 

PR 

ひとこと 

参加者同士の語らいや情報交換、当院スタッフによるミニ講話・話題提供の場とし

て開催しています。どうぞお気軽にご参加ください。 

名称/代表者 「ホッとサロン in 仙台」 伊藤 美由紀 

対象者 全てのがん体験者とその家族 

郵便番号/住所 〒982-8588 仙台市太白区二ツ沢 6 番 東北工業大学内 

TEL / FAX 022-304-5594 022-304-5591 

ホームページ http://hotsalon-miyagi.jimdo.com/ 

E-MAIL  

H29 年度 

活動のまとめ 

毎月第 3 金曜、非会員制で予約なしのサロンには、毎回十数名（9～21名）の方

に参加いただきました。始めて参加の方も数名いますが、複数回参加の方も多く、

がんを体験したサポーターとして活躍されています。また 11 月に大塚弓子氏をお

招きし、特別講演会「明日を信じてがんを生きる」を開催しました。 

H30 年度 

活動予定 

◎毎月 1 回サロンを開催（4 月・8月を除く）、非会員制 

日時；毎月第 3 金曜日 13:30～15:30                            

会場；公益財団法人 宮城県対がん協会 がん検診センター（1F 多目的ホール）   

内容；話題提供、小グループでの語り合いと情報交換など 

◎10周年イベントとして 8月 19日(日)、臨床宗教師の金田諦應(たいおう)氏 

（通大寺住職・カフェ・デ・モンク主宰）をお招きして講演会開催予定 

PR 

ひとこと 

がんと向き合う方やご家族が抱えている不安や日常の悩みなどをお互いに分かち合

うことができますよう、また少しでもいい方向に生活が向かいますよう、看護師等

の専門職とがんを体験したピアサポーターが協働で活動しています。 



８ 

 

 

名称/代表者 
坂病院 

ひまわり会（乳がん患者会） 
渡辺 美重子 

対象者 乳がん体験者 

郵便番号/住所 〒985-0835 多賀城市下馬２丁目 13 番 7 号 

TEL / FAX 022-361-7011 なし 

ホームページ なし 

E-MAIL なし 

H29 年度 

活動のまとめ 

4/15 総会・花見  7/22 夏の学習会（腎臓について）    

10/15秋の親睦会（秋保） 10/22 健康まつりパネル提示  

5/6～7/29の毎週土曜日第１回運動教室、９/2～11/18迄第２回運動教室 

H30 年度 

活動予定 

・年間行事は昨年同様に予定しています。 

・30周年記念行事（11/11（日）松島にて） 

・５年毎の記念誌発行準備（実行委員会を立ち上げ行動開始） 

・昨年同様、運動教室（第３回、第４回を計画進行中） 

PR 

ひとこと 

私たちのようにつらい思いをしないように、早期発見・早期治療をそして良い医療

を受けられるように活動している会です。ネットワークに集う皆様と情報交換等を

しながら生き続けられるよう願っていますので、よろしくお願いいたします。 

名称/代表者 
宮城県立がんセンター 

がんサロン「たんぽぽ」 
藤谷 恒明 

対象者 がん種を問わず・がん体験者とその家族・一般市民 

郵便番号/住所 〒981-1293 名取市愛島塩手字野田山 47－1 

TEL / FAX 022－384-3151(代表) 022－381-1154(FAX直通) 

ホームページ http://www.miyagi-pho.jp/mcc/information/tanpopo.html 

E-MAIL なし 

H29 年度 

活動のまとめ 

アピアランス相談会 （35 回 実施 利用者 52名） 

乳がん手術後の補整下着相談会 （12 回 実施 利用者 10名） 

講演会・学習会・おしゃべりカフェ （13 回 実施 参加者 217名） 

折り紙教室（5 回 実施 参加者 30 名） 

ハローワーク仙台の出張相談会 （33 回 実施 利用者 61名） 

H30 年度 

活動予定 

昨年度と同じ活動を継続します。婦人科・乳腺科患者さん限定のおしゃべりカフェ

については、ピア同士の交流の場として充実を図れるように内容を検討しています。

また、今年度の新しい取り組みとしては、看護師によるハンドマッサージによる癒

しの時間を企画しています。 

PR 

ひとこと 

患者さんの療養に役立つような情報提供を行ったり、患者さん同士の交流の場とな

るようなイベントを企画しております。お気軽にご活用下さい。 



９ 

 

名称/代表者 大崎市民病院 がんサロン  

対象者 がん体験者とそのご家族 

郵便番号/住所 〒989-6183 大崎市古川穂波 3 丁目 8 番 1 号 

TEL / FAX 0229-23-3311（代表） 0229-23-5380（代表） 

ホームページ http://www.h-osaki.jp/gairai/gan/salon/ 

E-MAIL soudan@h-osaki.jp 

H29 年度 

活動のまとめ 

・催し物開催（週 3～5 回。情報収集・学習・交流目的） 

・ボランティア（ピアサポーター）育成 

・地域連携（大崎市図書館にがんコーナー設置、啓発活動） 

H30 年度 

活動予定 

・催し物開催（週 3～5 回。情報収集・学習・交流目的） 

・ボランティア（ピアサポーター）育成 

・乳がん患者会「りんりんの会」と協働→手作りパット講習会開催（偶数月第２月

曜開催） 

・院内スタッフ協力の下、新規催し物の企画・開催 

PR 

ひとこと 

大崎市民病院で行っている常設がんサロンです。（平日 9：30～16：30） 

会員制ではありません。出入り自由ですので、体調やスケジュールに合わせて 

お越しください。（当院・他院患者さんやご家族、ご友人等、どなたでもご利用いた

だけます） 

 

名称/代表者 
ケアNPOひとあかり 

がんサロン 桜咲く 
遠藤 竣 

対象者 がん体験者 家族 一般の方 介護経験者 

郵便番号/住所 〒989-6136 大崎市古川穂波 6 丁目 30-12 

TEL / FAX 0229-24-2883 0229-24-6886 

ホームページ なし 

E-MAIL なし 

H29 年度 

活動のまとめ 

週１回 土曜日 １０時～１３時 

患者さん宅訪問・支援。まごころ宅急便。緩和ケアプロジェクト応援。 

スポーツや農業通じて体力作り。 

H30 年度 

活動予定 

週１回 土曜日 １０時～１３時 

前年度の活動の継続。新しい仲間の受け入れ・支援。 

 

 

PR 

ひとこと 

元気のパワースポット「がんサロン 桜咲く」となれるように頑張ります。 

ぜひ一度一緒に活動しましょう。新しい仲間大歓迎！ 

 



１０ 

 

 

名称/代表者 りんりんの会（乳がん体験者の会） 髙橋 修子 

対象者 乳がんの患者様・ご家族・医療関係者 

郵便番号/住所 〒989-6183 大崎市古川穂波三丁目 8 番 1 号 大崎市民病院 地域医療連携室 

TEL / FAX 0229-23-3311（大崎市民病院代表番号） 0229-23-5380（大崎市民病院代表番号） 

ホームページ http://www.h-osaki.jp/gairai/gan/rinrin.php 

E-MAIL なし 

H29 年度 

活動のまとめ 

＊りんりんパッド（補整用手作り胸パッド・意匠登録済）講習会の開催 

 ・大崎市民病院にて（りんりん主催/３回）・石巻赤十字病院にて（パセリ主催/１回） 

 ・リレーフォーライフにて・りんりん事務所にて（７月～第４水 PM） 

＊りんりん研修会（『再建』に関する講演）実施 

＊定例会～癒し系イベント（アロマ・ヨガ・ハンドマッサージ/１回ずつ）実施 

＊若年層対象の集いの場「ここりん」４回開催（ミニ講話・おしゃべり会） 

＊大崎市民病院 HP，またはりんりんの会ブログによる身近な情報発信 

H30 年度 

活動予定 

◎定期的な活動の継続 

（研修会・会報発行・定例会・ここりん・パッド講習会・院内外ピアサポート活動） 

★ピンクリボンのお宿探検ツアー（温泉に入ろう会）実施 

★勉強会（再建・食事・メンタルのミニ講話＆情報交換・相談会）年３回実施 

★茶話会の充実（ニーズに合わせた話題の取り入れと参加しやすい雰囲気つくり） 

PR 

ひとこと 

●大崎・石巻にてそれぞれ院内での「パッド作り講習会」を定期的に開催。 

お困りの方々の不具合の改善のお手伝いをさせていただきます。 

●“身近な＆心地よい場所”をめざし、今年度もアンテナは高く、敷居は低く！で

ピアサポート活動を継続予定です。 

名称/代表者 
栗原市立栗原中央病院 

サロンｄｅよらいん 
鈴木 洋子 

対象者 がん体験者、家族、支援者 

郵便番号/住所 〒987-2205 栗原市築館宮野中央 3-1-1 

TEL / FAX 0228-21-5330 0228-21-5336 

ホームページ なし 

E-MAIL なし 

H29 年度 

活動のまとめ 

月 1 回 第 2火曜日 13：30～15：00 

・茶話会 

・ミニ講話（医療者、臨床宗教師） 

・院外サロン ゆり園  ・数珠つくり  ・写経体験  ・パステルアート 

 

H30 年度 

活動予定 

月 1 回 第 2火曜日 13：30～15：00 

・茶話会 

・ミニ講話（医療者、臨床宗教師） 

・院外サロン  ・数珠つくり  ・パステルアート 

参加者の皆さんから希望を聞きながら行っていきたいと思います 

PR 

ひとこと 

和やかな雰囲気で暖かみのあるサロンです。 

お気軽にご参加ください。 



１１ 

 

 

名称/代表者 「えがお」タオル帽子工房 & 相談室 小野寺 幸枝 

対象者 がん体験者、家族、支援者、一般の方々 

郵便番号/住所 〒987-0513  登米市迫町北方字舟橋前３８－２（自宅・工房） 

TEL /FAX 090-6229-1458（小野寺幸枝携帯） 0220-22-8241 

ホームページ なし 

E-MAIL sachie_ono@yahoo.co.jp 

H29 年度 

活動のまとめ 

①タオル帽子講習会 【予約制（3名まで）、毎月第 2 木曜日、午後１：３０～】 

・登米市民病院での講習会  実施：１１回  ２０名参加 

・出張講習会【随時（５名まで）】 実施：１回 リレーフォーライフで５名参加 

②タオル帽子等の製作と提供 

・ボランティアの集い【毎週木曜日 午後１：３０～】 実施：３１回 

・登米市民病院売店でのタオル帽子等の販売 

③研修会等への参加 ６回（東北大学病院市民公開講座、リレーフォーライフ、 

就労支援セミナー、がんと生きる仙台、市民健康フェスティバル、市講演会） 

H30 年度 

活動予定 

①タオル帽子講習会は年間６回（５月、６月、７月、９月、１１月、１２月）に変更

して実施する。出張講習会は随時依頼に応じていく。 

②③はこれまで同様に実施していく。 

PR 

ひとこと 

※「地域限定」で、自分のできる範囲での活動を継続していきたい。 

※市内イベント・講演会や県内の研修会等へはこれまでどおり参加していきたい。 

名称/代表者 
がん患者とその家族を支える会 

ホッとサロン とめ 
鈴木 玲子 

対象者 がん患者（部位関係なし）、その家族 

郵便番号/住所 〒987-0702  登米市登米町寺池桜小路 12-1 

TEL / FAX 070-2011-0928 0220-52-5311 

ホームページ  

E-MAIL shiki.s@ark.ocn.ne.jp 

H29 年度 

活動のまとめ 

・月 1 回 第二月曜日 13:30～15:00 茶話会 

・年２～３回 イベント（音楽コンサート、医療者とのミニ講話、忘年会など 

・ウィッグ無料貸し出し 

・登米市主催イベント参加（ＰＲ活動など） 

H30 年度 

活動予定 

・月 1 回 第二月曜日 13:30～15:00 茶話会 

・年２～３回 イベント（音楽コンサート、医療者とのミニ講話、忘年会など 

・ウィッグ無料貸し出し 

・登米市主催イベント参加（ＰＲ活動など） 

PR 

ひとこと 

・茶話会では、毎月約 15 名ほど参加しています。みんなで笑いながらお話をする

この時間はとっても楽しいです。 

・ウィッグ貸し出しは、治療中で悩んでいる方も貸し出し後は明るく過ごしていま

す。ご自宅で眠っているウィッグのご寄付のご協力も宜しくお願いします。 

・今年度もイベント等、企画しております。ご参加お待ちしております。 



１２ 

 

 

名称/代表者 
石巻赤十字病院 

陽だまりの会 
石橋 悟 

対象者 すべてのがん体験者・ご家族 

郵便番号/住所 〒986-8522 石巻市蛇田字西道下 71 

TEL / FAX 0225-21-7220（代表） 0225-96-5147 

ホームページ http://www.ishinomaki.jrc.or.jp/ 

E-MAIL soudan@ishinomaki.jrc.or.jp 

H29 年度 

活動のまとめ 

月２回（第２、第４木曜日）10：00～12：00 に開催 

茶話会のほか、各種イベント（パステルアートなど）を行いました。 

定期的に臨床宗教師の方にもお越しいただき、茶話会に参加してもらいました。 

H30 年度 

活動予定 

同じ立場の人と語り合うことで、気持ちが楽になったり疑問や不安、悩みを解決で

きることもあります。ピアサポーターと共に運営しておりますので、是非お越しく

ださい。 

PR 

ひとこと 

 

 

名称/代表者 がん哲学外来 日和山カフェ 佐藤 京子 

対象者 
がん体験者、ご家族、ご遺族、 

がん医療に携わるスタッフ、がんに関心をお持ちの方 

郵便番号/住所 〒986-0861 石巻市蛇田字西境谷地 4-13 

TEL / FAX 080-5742-4225（月～金、18～20時）  

ホームページ なし 

E-MAIL kyo-sato@xqe.biglobe.ne.jp 

H29 年度 

活動のまとめ 

 

H30 年度 

活動予定 

開催日時：月 1 回 第 4土曜日 13：30～15：00（3 月, 4 月, 8月はお休み） 

場  所：地区の公民館など 

内  容：「対話」中心のサロン形式 

PR 

ひとこと 

平成 30 年 1 月 27 日に立ち上げたばかりです。 

住民の皆さまに知っていただくために、地域の公民館を借りサロンを開催していく

予定です。 



１３ 

 

 

名称/代表者 
グループ・ネクサス・ジャパン 

宮城支部 
武田 智枝 

対象者 リンパ腫体験者およびご家族 

郵便番号/住所 〒158-0091 東京都世田谷区中町 2-21-12 なかまちNPOセンター内 

TEL / FAX 03-6432-2567  

ホームページ あり 

E-MAIL あり （ホームページ上に問い合わせフォームあり） 

H29 年度 

活動のまとめ 

 全国の支部を通して、桜さくらキャンペーンを行い、集まったメンバーでメッセ

ージカードを作成。１１月には東北大学との共催でリンパ腫医療セミナーを開催し

ました。３０年２月に石巻赤十字病院にて患者交流会を開催しました。 

H30 年度 

活動予定 

３０年４月 お花見ランチ会 

３０年６～７月 交流会 

ほか未定 活動場所は、仙台・石巻で開催しており、グループネクサスジャパンの

ホームページにて詳細をお知らせしています。 

PR 

ひとこと 

少人数ながら、みんなで情報交換したり、励ましあいが支えとなり活動していま

す。長期間の治療や経過観察も、仲間と乗り越えていきたいと思っています。 

 

名称/代表者 マンマの会 パセリ 菅原 朱美 

対象者 乳がん体験者、ご家族、医療関係者、賛同者他 

郵便番号/住所 〒986-0856 石巻市大街道南２丁目８－１３ 

TEL / FAX 070-5320-5538（事務局・着信専用） なし 

ホームページ 石巻赤十字病院のホームページにて紹介して頂いております。 

E-MAIL なし 

H29 年度 

活動のまとめ 

●集い・講演会 <7月> 「キレイのヒントで自分らしく」 

●茶話会【７回】【第 3土曜日 13：30～15：３0】 

○講習会＆交流会【リンパ/ヨガ/調理実習/アロマ/乳房再建/体操教室//情報交換会】 

●ヤングサロン【年２回】●再発サロン【年２回】●クリスマス会 <12 月> 

●総会＆講習会「乳がんと食事」<3 月> ●補整下着試着相談会<7月>  

●赤十字健康まつりブース参加 ○パセリ通信(会報)【年３回】 計 16 回開催 

H30 年度 

活動予定 

●集い・講演会＜７月＞   ●茶話会【９回】【第 1土曜日 13：30～15：３0】 

●ヤングサロン【年２回】 ●再発サロン【年２回】 ●家族会【年 1 回】 

●健康体操教室【年２回】 ●補整下着試着相談会＜７月＞ 

●総会＆ランチ会＜3 月＞ ○パセリ通信(会報)【年３回】 

PR 

ひとこと 

～ひとりで悩まず 楽しみながら～ 

「笑顔パワー」で！ 



１４ 

 

 

名称/代表者 がんサロン 虹色の木 草野 祐子 

対象者 がん体験者、ご家族 

郵便番号/住所 〒986-0762 南三陸町志津川塩入 25 

TEL / FAX 
TEL : 080-1690-3758 

: 0226-29-6296 

FAX : 0226-29-6297 

ホームページ 作成中 

E-MAIL niji@jo-net.org 

H29 年度 

活動のまとめ 

不定期（個別） 

内容：茶話会・電話相談・作り物等ワークショップ 

イベント開催：講座・講演会 

外出：演芸会・お花見等 

H30 年度 

活動予定 

月 1回 毎月一日開催 

内容：茶話会・勉強会、作り物等ワークショップ 

イベント開催：ワークショップ・文化祭・講座・講演会 

外出：演芸会 

PR 

ひとこと 

南三陸町のサロンです。思いばかりの手探り状態ですが、参加される方々と

サロンを作っていけたらいいな、ネットワークを通じて情報交換ができ当事

者の視点に立った寄り添いができるようになりたいと考えております。 


