
対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL　090-2274-1515

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　　　　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL　080-9635-6928(事務局携帯）

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　　　　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

ホームページをご覧ください

カトレアの森（婦人科がん患者会）
代表者:阿部　佐智子
担当者:佐藤  まどか

オンラインでのお喋りカフェを開催。このほか、対面の活動は当面難しいと考え、これまでの茶話会
に準じるようなイベントも、オンラインで実施できるよう、考えております。会報は年4回発行予定で
す。

患者さん、ご家族の方に寄り添い、ご要望にお応えできる会を目指して参ります。
婦人科がん治療をされた医療機関は問いません。お気軽にお問い合わせください。

活動方法

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）　　　

＊可の場合 ①連絡先（080-9635-6928,　spa97wb9@wing.ocn.ne.jp）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など(平日の月・水・木・金曜日 13～17時)

新型コロナウイルス感染症の蔓延で、その拡大防止のため、対面が伴う活動の一切を休止しまし
た。会報を9月・12月・3月の年3回発行。その他、電話やメールでのお問い合わせ・ピアとしての
相談対応を実施。

　対面　　オンライン　　電話　　メール　　通信発行

いちごフレンズ仙台会

がん患者(女性限定）

〒989-2331　亘理郡亘理町吉田字大谷地78　町営住宅105

No.1
代表者:佐藤　越子
担当者:   同　上

　不定期　（ホームページでご確認ください）

　　　月   回開催（第         曜日）　　*対面・院内での活動は休止中

No.2

ichigofriendssendai@yahoo.co.jp

http://ichigofriendssendai.crayonsite.net

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）　　

ホームページをご覧ください

　ランチ会、　ミーテイング　活動方法

＊可の場合 ①連絡先（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など(                　       　　　　　　　　　　　　　　　　　   )

http://www.ob-gy.med.tohoku.ac.jp/patient-cancer/index.html

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

〒980-8574 仙台市青葉区星陵町１１ 東北大学病院産婦人科医局内

FAX　022-717-7258

spa97wb9@wing.ocn.ne.jp（変更の可能性あり。変更の際はホームページに記載いたします）



対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL　022-294-6620　　

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（担当者）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL 080-1684-0734

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　　　　　）

2020 年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

No.3 がんサロン:はなたば
代表者:後藤　千鶴子
担当者:小畑　公子

がん体験者、ご家族、支援者の皆様

984-0823　仙台市若林区遠見塚1-20-1

FAX　022-294-6621

なし

なし

　コロナ感染拡大に伴って、本来の活動が行えず、通信発行にて、情報提供やサロンご利用者
様の状況確認をすることがほとんどでした。10月になって感染が落ち着いた頃から、感染予防対
策で、検温・マスク・手指消毒・フェイスシールドをつけて対面で行いました。

2回／月（第1・3水）近況報告会・クリニカルアート・音楽鑑賞等
＊コロナ感染拡大状況により、通信発行のみになることもあります。

地域の中で、地域にある資源や人財と協働しながら、勉強会や情報提供をしていきます。わずか
な時間でも夢中になれる趣味活動や臨床美術も取り入れていきます。

　１月２ 回開催（第１・３水曜日）

活動方法  対面　  電話　　通信発行 　 訪問

個別対応

不可　・可（電話　　メール 　FAX）　　　

＊可の場合 ①連絡先（FAX 022-294-6621 　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など（24時間いつでも可能  ・翌日の返信の場合もあり )

仙台市を中心に宮城県内の公共施設・飲食店など

sendai.chowchow@gmail.com

https://sendaichowchow.wixsite.com/chowchow-mcafe

 対面でのイベントは休止中

活動方法  オンライン　　電話　　メール　　

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）　　　　　

＊可の場合 ①連絡先（ TEL:080-1684-0734, sendai.chowchow@gmail.com　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など(TEL:火・木・金曜日18~20時 ＊変更の可能性あり)

No.4 がん哲学外来　仙台チャウチャウ会
代表者:佐藤　まどか
担当者:   同　上

がん患者さん、ご家族の方、医療従事者、会の趣旨にご賛同いただける方

新型コロナウイルス感染症蔓延防止対策で、ほぼ休会にしました。
11月のみ「がん哲学外来 チャウチャウカフェ」を開催。12月の同カフェは、大雪の為、急遽中止と
し、後日に個別対応。電話・メールでのご相談は随時実施。

Zoomを導入し、オンラインカフェを開催予定。
対面のカフェについても、状況を観察しながら少人数規模で再開の予定。

顧問の樋野興夫先生がよく仰る「継続は、人間としての尊く大切な行為」の実践に努めて参ります。
仙台市を中心とした県内での対面カフェも、いずれまた再開します。「安心して気軽にお越し頂ける場
所」が目標です。開催情報はホームページ・Facebook・Instagramでご覧ください。



対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL 022-234-1082

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　　　　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL 022-293-1118

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　　　　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

2020年度は、コロナ流行の影響でがんサロンを１回しか開催できませんでした。

コロナ流行の状況を見ながら、サロン再開の時期を検討していきます。

サロン再開の目途は立っていませんが、がん相談員による個別相談は通常通り行っております。
お気軽にご相談ください。

　休会中

活動方法 　休会中

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）　　　　　

＊可の場合 ①連絡先（　022-293-1118　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など(   平日８:30～17:15　　　　　　　　　　　　　　　   )

FAX 022-293-1123

なし

https://nsmc.hosp.go.jp/

小児がんの子どもたちの絵画展(県庁ロビー)

 支部としては休会中（本部のホームページをご覧ください）

No.6
仙台医療センター
がん患者サロン　及び　マンマサロン

代表者:地域医療連携係⾧
担当者:地域医療連携係⾧

〒983-8520  仙台市宮城野区宮城野２丁目11－12

　休会中

小児がん経験者、家族、及び関係者

〒981-0962 仙台市青葉区水の森1-27-31

FAX 022-234-1082

arinko_2801s@yahoo.co.jp

http://www.ccaj-found.or.jp/

公益財団法人
がんの子どもを守る会　宮城支部

代表者:菅野　桂子
担当者:   同　上

活動方法 　 休会中

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）　　　　　　　

＊可の場合 ①連絡先（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など(                　       　　　　　　　　　　　　　　　　　   )

がん患者　及び　その家族

No.5



対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL 022-222-6181（代表）

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　　　　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

対象者

〒/住所

TEL / FAX なし

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　会の代表者 (がんピアサポーター、グリーフケアアドバイザー)

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

＊可の場合:①連絡先（agefriendlysendai@gmail.com)

2020年度はパンデミックのため、zoomで5回オンライン開催。オンラインのお陰でロンドン、アメリ
カ、京都、神奈川、石巻など広く参加いただきました。

2021年は、1月と3月に開催。前半は、death-friendly communityを目指しQOD(死の
質)について考えるラウンドテーブルセッションで勉強会開催。後半はデスカフェ仙台を開催。(各
40分ずつオンライン)
デスカフェは、世界中の1万以上の箇所で行われるカフェイベントです。死について考えることをタブー視
せず、カジュアルにお茶を飲みながら語り合う会です。2021年からQOD(死の質)について考える勉強
会も行っています。

不定期、土曜日に開催 (隔月に一回ペース) 

活動方法 　オンライン (野外での対面式も検討中。2019年キャンプ場にて開催実績あり)

個別対応

不可　・　可（　メール　または　zoom）　　　　　

どなたでも

なし

agefriendlysendai@gmail.com

https://louisiana1927.wixsite.com/masa/death-cafe-sendai

新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催の自粛・中止の期間がありました。
感染対策を行ったうえで、おしゃべりの会１回、プチ講習会１回、語録かるた随時作成。

感染状況をみながら開催時期検討中です。
おしゃべりの会・プチ講習会・対象者限定の日を企画・開催する予定です。
随時、語録かるた作成、完成した折にはかるた大会企画の予定。

ご利用され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。

No.8 Death Café Sendai　（デスカフェ仙台）
代表者:庄子　昌利
担当者:   同　上

　月２回開催（第2・第4木曜日）14:00～15:30　　※現在、休会中

活動方法 　対面

個別対応

　不可　・　可（　電話または対面、がん相談支援センターに準じて対応　　　　　　）

＊可の場合 ①連絡先（　０２２－２２２－６１８１（代表）　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など(  平日8:30～17:15　　　　　　　　　　　　   )

当院のがん体験者とその家族・関係者

〒980-0873　仙台市青葉区広瀬町4-15

なし

https://www.sendai-kousei-hospital.jp/about/cancer_index/cancer_salon

No.7
仙台厚生病院
がんサロン「いこい」

代表者:
担当者:がん相談支援センター



対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL　022-259-1221

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　　　　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL　022-227-2211（代表）

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（相談員・緩和認定看護師　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

さろんを計4回、定員10人で感染対策をして実施しました。（12月のみWEBと会場と合わせた形
式）。内容は「コロナウイルス感染対策」「免疫力を上げる食事」「英字新聞でのバック作り」「折り紙で
サンタを作る」などです。2021年1月~休会中のため3月に常連の参加者さんの近況や医療者からの
メッセージを掲載したお便りを郵送してます。
コロナウィルス感染の状況が落ち着き、感染対策をしながら早めに「さろん」の開催を考えておりま
す。ミニ講座はこれまでの講師のご協力のもと、楽しく過ごしながらの作品作り等を企画したいと思
います。

病気の事、家族の事、様々な思い、何気ない日々の生活の話がしたい、誰かとくつろいだ時間
を過ごしたい。そんな時は気軽に「あがらいん」にお越しください。

　　　月 一回開催（第三木曜日）　　  ※　現在、休会中

活動方法 　対面

個別対応

不可　・　可  （　電話　　メール　　FAX）　　　＊いずれかを〇で囲んでください　

＊可の場合 ①連絡先（022-227-2211 内線2580　なんでも相談室 　　　　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など(月～金　　8:30～17:15　　　 )

患者・家族

〒980-0803　　仙台市青葉区国分町2丁目3-11

なし

https://tohokukosai.kkr.or.jp/torikumi/nandemo/index.html

新型コロナウイルス感染症の影響により、当院において会場使用の制限があった為、結果的には
活動を行うことが出来ませんでした。

がんサロンについては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、現時点で開催
を見合わせております。今後は他機関の活動状況も参考にしながら、何らかの方法により、活動
を検討出来ればと考えております。

コロナ禍、ご不便をおかけする事もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

No.10
東北公済病院

さろん　あがらいん
代表者:仁尾　正記
担当者:名取　瑞恵

活動方法 　対面　

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）　

＊可の場合:①連絡先（　　　上記に同じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など(                平日8:30～17:15　    　　　   )

〒983-8512　仙台市宮城野区福室1-12-1

c-sodan＠hosp.tohoku-mpu.ac.jp

https://www.hosp.tohoku-mpu.ac.jp/activities/about_cancer.html

休会中（新型コロナウイルス感染症拡大防止の為開催見合わせ中）

No.9
東北医科薬科大学病院

がん患者・家族サロン
代表者:近藤　丘
担当者:がん相談支援センター

がん患者および家族



対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL　022-717-7115（直通）

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　　　　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL 022-275-1111（代）

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　　　　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

新型コロナウイルスの影響で年間を通して休会。

今年度はＷｅｂを活用した患者会の開催を検討しながら、対面でも少人数で８月24日から
再開（月一回の予定）

コロナ禍で不安な方も多くいらっしゃると思います。Ｗｅｂ等を活用し少しでも交流の場が図れれ
ばと考えております。
また対面でも少人数での開催を検討中です。

休会中でしたが８月２４日より開催

活動方法  対面　　電話　　

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX)

＊可の場合 ①連絡先（022-275-1111（代）内線2124　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など(  平日　8:30～16:00   )

がん患者さんとそのご家族

〒981-8563　仙台市青葉区台原４丁目３ー２１

なし

なし

院内患者さんには、通院時の立ち寄りで近況報告などお話を伺ったり、手作りの作品や絵手紙
などを展示させていただきました。ZOOMによるオンライン茶話会トライアル（1回）開催。
がん診療相談室　がんサロン『ゆい』たより発行（4回／年）

2020年度の対応を継続。
がん診療相談室　がんサロン『ゆい』たより発行（4回／年）

ピア同士集まってお話しをしたいという要望はありますが、今しばらくは難しいかもしれません。
ご心配なことがあればお電話ください。まずは相談員がお話を伺います。

No.12 東北労災病院　四つ葉の会
代表者:吉田　久美子
担当者:がん相談看護師（山内）

　　休会中

活動方法

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）　　　　　　＊いずれかを〇で囲んでください　

＊可の場合 ①連絡先（　022-717-7115　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など( 月曜 ～ 金曜日   8:30～16:00      )

　　対面　

全てのがん患者、家族、地域の方々（院内外を問わず）

〒980-8574　仙台市青葉区星陵町１－１

なし

https://www.cancercenter.hosp.tohoku.ac.jp/cmc/index.html

No.11
東北大学病院　がん診療相談室
がんサロン『ゆい』

代表者:城田　英和
担当者:がん相談員



対象者

〒/住所

TEL / FAX なし

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　　　　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL　022-229-3389

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

＊コロナ禍の中、対面での活動は中止し会報紙面での繋がりとなりました。それぞれの近況を
知らせてもらい皆さんの元気を会員に届けました。

2021年度も対面ではなく会報紙面での繋がりという状況です。対面での繋がりは大切だと
思っていますがコロナ禍の状況を見ながら対応を考えていきたいと思っています。

皆さんが安心して話せる場として開催していますが現在は休会中です。開催日時の確認用と
してブログを立ち上げています。「プリティふらわぁ」 で検索してください。

　休会中

活動方法 　通信発行

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）　

＊可の場合 ①連絡先（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など(                　       　　　　　　　　　　　　　　　　　 )

乳がん患者様とご家族様

〒984-0047　仙台市若林区木ノ下　1-22-10　松原方

pretty.f2017@gmail.com

なし      ブログあり　https://ameblo.jp/p-flower2017

No.13 乳腺患者会　 プリティ　ふらわぁ
代表者: 松原　玲子
担当者: 松原　玲子

No.14 春風の家（リュックサッククラブ・春風サロン）
代表者:小野　敬子
担当者:小野　敬子

がん患者さんとご家族

〒982-0801 仙台市太白区八木山本町１－１６－８　小野方

k-angela@camel.plala.or.jp

なし

　休会中

活動方法 　　対面　　　電話　　　通信発行

個別対応

不可　・可（電話　　メール 　FAX）　　　

＊可の場合 ①連絡先（　　022-229-3389　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など( 在宅していれば可　）

コロナ禍のため、患者会は休止しました。ただ毎週火曜日に開設している”かつらの貸し出し日”に
自粛生活はつらいとおいでになった方がありましたので、お話を聞かせていただきました。その他、ス
ペルマン病院のイルミネーションは変わりなく続けております。

今年度も今のところ昨年度と同じですが、状況が改善すれば、患者会は再開したいと考えていま
す。かつらの貸し出しや、スペルマン病院のイルミネーションは変わりありません。

リュックサッククラブ、春風サロンは、開設場所が違うので、参加ご希望の方は、まず事務局に



対象者

〒/住所

TEL / FAX 022-286-0619

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　　　　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL  022-304-5594

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　　　　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

No.15
PinkLink
-乳がんと向き合う人・支える人の「わ:Link」-

代表者:鈴木　あき子
担当者:　同上

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

〒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

同左

pinklinkj@yahoo.co.jp

活動方法

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）　　

＊可の場合 ①連絡先（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など(                　       　　　　　　　　　　　　　　　　　   )

No.16 ホッとサロン in 仙台
代表者: 伊藤　美由紀
担当者:   同　上

全てのがん体験者とその家族

〒982-8588　仙台市太白区二ツ沢6番　東北工業大学内

FAX 022-304-5591

nsmiyuki@tohtech.ac.jp

http://hotsalon-miyagi.jimdo.com/

　　　月1 回開催（ 金 曜日）　

活動方法  対面　　オンライン　ホームページでの情報発信や交流

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）　　

＊可の場合:①連絡先（　　　hotsalon.in.sendai@gmail.com　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など(    24時間　返信にはお時間をいただきます　　　   )

対面式での開催は7月と11月のみ、会場変更、人数制限、事前申込制、フェイスシールド活用
など工夫して行いました。スタッフ間では対面と併用したオンライン参加の試行を行いました。また
ホームページを活用した、コロナ禍での情報発信や交流について検討しました。

人数制限や事前申込制で対面式の語り合いの場を設ける他、オンライン参加の併用なども検討
ながら実施します。ホームページは、『スタッフ紹介』、『ホッと偲亭(Q&A)』を新設し、『ブログ』など
の情報発信や交流ページを定期的に更新するなど充実させていきます。

皆さまからの声をお寄せいただく専用メール　hotsalon.in.sendai@gmail.com を開設!
誰かに聞いてみたいことやみんなに伝えたいこと、今困っていることなどを是非お寄せください。



対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL　0224-51-5500（代表）

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　　　　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL  022-361-7011

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　　　　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

No.17
みやぎ県南中核病院

がん患者・かぞくサロン「ひだまり」
代表者:佐藤　新奈
担当者:佐藤　新奈

仙南地域のがん患者とその家族

〒989-1253　柴田郡大河原町字西38-1

FAX　0224-51-5511（直通）

 gan-soudan@southmiyagi-mc.jp

https://www.southmiyagi-mc.jp/

　　　令和３年度は休会　　

活動方法   対面(本来であれば対面でのつどい形式で実施）

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）　

＊可の場合:①連絡先（　0224-51-5500㈹　がん相談支援センターまで　　　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など(     8:30～17:00　　　　　　　   )

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、実施実績はなし。参加者からの個別相談のみ対応し
ておりました。

今年度については、再開の見込みはありませんが、ワクチン接種の状況、感染状況を確認してに
はなりますが、2022年度は再開の方向で準備をしていく予定です。

また、皆さんと一緒に語り合いたいです。泣いたり、笑ったり出来る日を楽しみにしています。

No.18 坂総合病院　ひまわり会
代表者: 渡辺　美重子
担当者:   同　上

乳がん体験者

〒985-0835　多賀城市下馬2丁目13-7

FAX 022-366-2593

なし

なし

休会中

活動方法  通信発行

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）　

＊可の場合 ①連絡先（　　上記連絡先へお願いします　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など(                　       　　　　　　　　　　　　　　　　　   )

新型コロナウイルス感染予防のため、休会。年2回の通信を発行。

休会継続予定。学習会や懇談会等も休止予定。

新型コロナウイルスの感染状況をみながら、活動再開を検討。



対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL　022-365-1868

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　　　　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL　022-384-3151（代表）

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　　　　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

No.19
すい臓がん患者と家族のおしゃべりサロン

ぶどうの木
代表者:濱端　光恵
担当者:濱端　光恵

すい臓がん患者、家族、遺族など

〒985-0026　塩竃市旭町22-16-613

mitsue3161@gmail.com

https://site-budounoki-suizougan.mystrikingly.com/

　　　月1回開催（第4木曜日）　　　

活動方法   対面　　オンライン　　　LINEグループでの情報交換

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）　

＊可の場合:①連絡先（　mitsue3161@gmail.com　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など(　応相談     　       　　　　　　　　　　　　　　　　　   )

前半は不定期でオンライン。秋以降は毎月第4木曜日に対面で「ぶどうの木カフェ」、第2日曜日
に「オンラインぶどうの木」を開催しています。また、8月と11月には「おしゃべりサロンぶどうの木」を
開催しました。

毎月第2日曜日に「オンラインぶどうの木」第4木曜日に塩釜の「まちカフェ竹下園」にて「ぶどうの
木カフェ」を開催（秋以降は曜日等変更予定）。また、8月21日、22日に国際センター駅にて
「ぶどうの木写真展」を開催予定。

難治がんと言われるすい臓がんですが、同じ病気の仲間と交流することで元気が出たりすることも
あると思います。お気軽にご参加ください。

No.20
宮城県立がんセンター

がんサロン「たんぽぽ」患者会「はなももの会」
代表者: 藤谷　恒明
担当者: 佐山　幸

がん種を問わず、がん体験者とその家族・一般市民

〒981-1293　名取市愛島塩手字野田山47-1

FAX　022-381-1154(直通)　　　　　　

なし

https://www.miyagi-pho.jp/mcc/medical/bumon/shien/tanpopo/index.html

休会中

活動方法  対面

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）　　　　　　　

＊可の場合:　①連絡先（　がん相談支援センター　　022-384-3151　）
②　　　　　　　②対応できる曜日、時間帯など（平日　8:30～17:15　　　）
かつら・頭皮の手入れ相談会（44名/36回開催）
喉頭摘出患者・家族の相談会（7名/10回開催）
ハローワーク仙台の出張相談会（10名/6回　完全予約制）
コロナ禍で患者会（はなももの会）の開催は見合わせ、お便りで交流しました。
昨年度と同様の活動を継続します。かつら・頭皮の手入れ相談会は（13:00～16:00）→
（11:00～15:00）に変更し利用しやすくなっています。患者会と協力し通信の発行をする予定で
す。            ※新型コロナウイルス感染の状況を見ながら随時活動を広げていきます。

患者さんの療養に役立つ情報提供を行っていきます。まずはお気軽にご連絡ください。



対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL 0229-23-3311（代表）

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　事務職員　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL　0229-24-2883

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）　　　

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　MSW　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

No.21 大崎市民病院　がんサロン
代表者: 神波力也患者ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ⾧

担当者:平井　広志
がん体験者とそのご家族、一般市民

〒989-6183　大崎市古川穂波3丁目8番1号

FAX 0229-23-5380（代表）

soudan@h-osaki.jp

http://www.h-osaki.jp/gairai/gan/salon/

　　　平日開催(月約20回開催)

活動方法 　対面　　

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）

＊可の場合:①連絡先（　　大崎市民病院　がんサロン　0229-23-3311　　　　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など(       平日9:30～16:30　　　   )

・催し物開催（週3～5回。情報収集・学習・交流目的）
・地域連携（大崎市図書館にがんの冊子提供、啓発活動）
・乳がん体験者の会「りんりんの会」との協働→手作りパッド講習会開催　など

・催し物開催（週3～5回。情報収集・学習・交流目的）
・地域連携（大崎市図書館にがんの冊子提供、啓発活動）
・乳がん体験者の会「りんりんの会」との協働→手作りパッド講習会開催　など

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。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。

No.22 地域緩和ケアあったかネット
代表者:三浦　正悦
担当者:高橋昭仁（副代表）

療養中の方　そのご家族・友人　地域の方　ボランティア

〒989-6136　大崎市古川穂波6-30-12 穂波の郷クリニック内コミュニティケアハウス

FAX　0229-24-6886

kanwa912@gmail.com

https://attaka-net.org/

毎週土曜日　活動中

活動方法   対面

個別対応
＊可の場合:①連絡先（　　　090-2883-5712　　　　　　　　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など(      随時　9:00-18:00　   )

これまで「ケアNPOひとあかり」「がんサロン「桜咲く」」として活動を行っておりましたが新型コロナウイ
ルスの影響により人数が集まっての活動が困難となりました。その為新しい生活様式に合わせた活
動を検討することとなり上記名称に変更し体制をリニューアルすることと致しました。

・出逢い・ふれ愛・支え愛　屋外カフェの開催
・緩和ケアボランティア在宅訪問
・あったかキャラバン研修会（Web等）

感染症対策に努めながらも、人と人とがつながるコミュニティ緩和ケアを実践して参ります。



対象者

〒/住所

TEL / FAX 090-6259－9205　（りんりん携帯）

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　　　　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

対象者

〒/住所

TEL / FAX 0228-21-5330(代表）

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

http://www.h-osaki.jp/gairai/gan/rinrin.php　

　毎月1回開催（偶数月:第4(土)AM・奇数月:第3(水)PM　）

活動方法

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）　　　　　　

＊可の場合:①連絡先（　りんりん携帯　090-6259-9205　　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など(金・土・日は対応可能）

＊地域での「りんりん相談室」開催/月1回(※大崎市図書館 研修室を利用）
＊りんりん通信発行/2か月に一度(会員に郵送・病院HP掲載・病院内サロン設置）
＊補整用手作りパッド講習会(2か所の病院内サロンで定期的に開催）

No.23 りんりんの会
代表者: 髙橋　修子
担当者:   同　上

乳がん体験者・家族・医療関係者

989-4417 大崎市田尻沼木字屋敷西18

　対面　　電話　　通信発行

＊地域での「りんりん相談室」(奇数月第2(水)PM～）は継続。※状況により中止も有り
＊「りんりん定例会」（偶数月第4(土)AM～）を再開(対面・事前予約・人数制限）
＊補整用パッド・手作りケア帽子等アピアランスケアに関する身近な情報提供の継続

＊大崎市民病院地域医療連携室・石巻赤十字病院ブレストセンターのご協力を頂いて活動していま
す。＊凛(りん)として自分の為に・輪(りん)として仲間の為に・鈴(りん)として広く社会の為に,りんりんと
響きあう。同じ病気の体験者として一緒に交流してみませんか。

No.24 栗原中央病院　サロン de よらいん
代表者: 曽根　勝恵
担当者:   同　上

がん体験者、家族、支援者

〒987-2205　栗原市築館宮野中央3-1-1

0228-21-5336

現在は休会中ですが、皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。
再開時はたくさんのご参加お待ちしております。

 休会中

 休会中

なし

なし

休会中　　　

活動方法

個別対応

令和２年３月より、コロナ感染防止対策のため活動が休止となっております。通院で来ていたサ
ロンの参加者さんから「まだ再開は難しいの?」との声が多く寄せられていましたが、再開の目途は
立ちませんでした。

未定



対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL 070-2011-0928

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　　　　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL 0225－21－7220

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん相談員

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

No.25 がん患者とその家族を支える会　ホッとサロンとめ
代表者: 鈴木　玲子
担当者:　同　上

がん患者、そのご家族（部位関係なし）

〒987-0702　登米市登米町寺池道場20-1

hotto-tome9@outlook.com

 なし

毎月   １回開催（第 ２月 曜日）　　　

活動方法   対面　

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）　　　　　　

＊可の場合 ①連絡先（070-2011-0928）
                 ②対応できる曜日、時間帯など(平日:9:30～12:00,15:30～18:00)

FAX 0225－96－5147

施設使用制限があり、茶話会開催が難しく、電話やメールでの個別相談が多かった。ウィッグ貸出は、
短時間で対応としたが、遠方からの利用者も多くまだまだ需要があると実感した。イベント等はすべて中
止し、利用者とそのご家族の安全に配慮した。

茶話会:毎月１回（第2月曜日）　  ウィッグ貸出:完全予約制にて無料貸出
個別相談:完全予約制　　イベント:創立１０周年記念式典(令和３年１０月３０日)（土）

創立10周年記念式典を登米市民病院ご協力のもと開催します。会報の発行、講話、特別ステージ
として六華亭遊花さんの落語独演会など実施予定です。（限定５０人　※完全予約制）

No.26 石巻赤十字病院　　陽だまりの会
代表者:石橋　悟
担当者:総合患者支援センター

すべてのがん体験者・ご家族

〒986-8522　石巻市蛇田字西道下71

http://www.ishinomaki.jrc.or.jp/

休会中

活動方法  休会中

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）　

＊可の場合 ①連絡先（0225-21-7220）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など( 平日8:30～16:00 )

新型コロナウイルスの感染状況により8月～10月の3回のみ茶話会を開催いたしました。

soudan@ishinomaki.jrc.or.jp

新型コロナウイルス感染状況により休会中です。再開の目途がたちましたら、お知らせいたします。



対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL　0225-21-7220(代表）

E-MAIL

ホームぺージ

開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　看護師　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL　080-5742-4225

E-MAIL

ホームぺージ https://hiyoriyamacafe.jimdofree.com/   ※これから内容を充実させる予定です

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　　　　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

No.27
石巻赤十字病院ブレストセンター　がんサロン

～ピアサポートサロン～
代表者: ブレストセンター⾧
担当者: 冨田　敦子

がん患者・患者を取り巻く人々

〒986-8522　石巻市蛇田字西道下71

なし

http://www.ishinomaki.jrc.or.jp/

　平日　9:00～16:00　

活動方法   対面　　

個別対応

不可　・　可（　対面　　）　

＊可の場合 ①連絡先（　　　　　　　　　　）
　　　　　　　  ②対応できる曜日、時間帯など( 平日、開設時間内に対応職員在室の場合　）

＊患者・家族・関係者対応　＊病棟への術前訪問・退院後のフォロー
※構成メンバー:①診療看護師　②ソシオエステティシャン　③がんピアサポーター 2回/週
④メディカルビューティエイド(エステティシャン）⑤臨床宗教師　1回/週

kyo-sato@xqe.biglobe.ne.jp

　対面では休会中

活動方法    対面　（　現在は電話相談対応中　）

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）　

＊可の場合:①連絡先（　080-5742-4225　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など(月～金、10時～15時、折り返し電話させて頂くことがあります  )

コロナ禍の折、昨年2月より対面での対応は、行っていません。電話相談は適宜対応させて頂い
ています。

＊患者・家族をはじめとした患者を取り巻く方々との対話 ＊治療や生活に対する不安への対応
＊アピアランスケア(副作用による爪の保護やハンドケア）＊下着やパッド、ウイッグなどの情報提供
＊臨床宗教師による「心のサポート」1回/週　＊「補整用パッド作り講習会」5回/年

がんになった人や家族・関係者が気軽に訪れ、相談できて、ちょっとした気分転換にもなる場所で
す。外来受診の有無を問わずご利用いただけます。

No.28 日和山カフェ
代表者: 佐藤　京子
担当者:　同　上

がん体験者・ご家族・医療従事者・がんに関心をお持ちの方等

〒986-0861　石巻市蛇田字西境谷地4－13

今年度も、電話相談対応しています。コロナウィルスの感染状況を見てサロンの再開や、10月又
は12月にイベントを開催予定です。ホームページやFacebookでも情報配信したいと思います。

がんの種類は問いません。漠然とした不安・どうしようかと悩んでいらっしゃる方・家族としてどう関わ
れば良いのかなどお気軽に連絡ください。Facebookもご利用頂ければと思います。



対象者

〒/住所

TEL / FAX 080-8116-1788

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　　　　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

対象者

〒/住所

TEL / FAX TEL 080-1690-3768/0226-29-6296

E-MAIL

ホームぺージ

患者会開催日

対応者:　がん体験者　　会の代表者　　がん相談員　　その他（　　　　　　　　　　　）

2020年度
活動のまとめ

2021 年度
活動予定

PR
ひとこと

活動方法 　オンライン　　電話　　通信発行

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）　

＊可の場合:①連絡先（　　　080-8116-1788　グループネクサスジャパン事務局　　）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など( 火・木・土曜日の15時～18時※火曜は会員専用 )

宮城支部では、新型コロナ感染症予防を鑑み、対面の交流会を休止していました。

No.29 グループ・ネクサス・ジャパン 宮城支部
代表者:武田　智枝
担当者:武田　智枝

リンパ腫体験者およびご家族

〒234-0052　神奈川県横浜市港南区笹下2丁目1-12　小西屋事務所

　同　上　(コロナの状況を見ながら、がんサロン再開を検討）

niji@jo-net.org

なし

　休会中

活動方法 　対面　　　電話　　メール

個別対応

不可　・　可（　電話　　メール　　FAX）　

＊可の場合:①連絡先（ 080-1825-3884 ）
　　　　　　　 ②対応できる曜日、時間帯など(出られない時は折り返します。ショートメールも可 )

コロナ禍での活動は難しく、がんサロンは休止としたが、がんに特化しないサロンは毎日開催してお
り、そちらに参加されている。

宮城支部では、新型コロナ感染症予防を鑑み、対面の交流会を休止していました。

ホームページを見て会員になっていただけると、オンライン相談や、ＺＯＯＭを用いたオンライン交
流会、ＷＥＢによる医療セミナー、公式ＬＩＮＥ等の情報がありますので、ご活用下さい。

No.30 がんサロン　虹色の木
代表者:草野　祐子
担当者:高橋　礼子

がん体験者、ご家族

〒986-0752　本吉郡南三陸町志津川五日町５９

FAX 0226-29-6297

office@group-nexus.jp

http://group-nexus.jp/nexus/

宮城支部は休会中


