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� 制作担当︓佐藤まどか �
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���� 多目的ホールにて交流会が開催され、������������������ �!
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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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����年度 ��� 交流会

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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���"�回交流会で話せなかった課題（スタッフ育成について。
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����D⽇に、臨時の第�回交流会を開催し、話し合われました。

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¨�©���mi,

ます。今年は前回よりスペースも広くなり、内容もより
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皆様も、ぜひ⾜をお運びください︕
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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」

＊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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�����年時の画像）
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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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今年は地下鉄駅�C�市⺠交流施設D*⻘葉の風テラス」E(F$GHIJ�KL�MNODPQ/R�
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�当⽇ネットワークブースに⽴ち寄ってくださった⽅々〜

�[_�[_�����0����,��0 医療関係者����
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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︕

�*�'MN������'��l� )j�<�j¡¢jH

£¤@¥¦}�A§(¨? A./$012$©341

ª«i./$¬2$� G#$Q

�������

�	
���

�実⾏委員⻑

�����

�*®��#¯°VW±²³´µ¶<�·¸¹�'�

R4ºRi�»¼½¾��¿HÀ�AÁD1Â°Qi

U�T@Ab�EHLJAÃÄ�A}li./$¬¯$

�(»¼B

�ÅÆ¡ÇÅ@�È<Å⽴ち向かうÇ0009'É�¢j�Ê

� )�ËÌjÍÎ�Á�ÏlÐ AÑ¡(ÒÓ?@AB

�������

�°ÔÕ.Ö



�����年���⽇発⾏


� 制作担当︓佐藤まどか �

�������	
�

���������

� ����年度 �	� 交流会 �
�����︕�

�����÷ 宮城県対がん協会において交流会が開催され、�ø���������������� �!

"#$%& 「患者アンケート最終報告」を宮下光令教授（東北⼤）か

A�-�mùúÃbnoûü�ý��� 〜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
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� ����年度 %&'(��)*�+,-, �
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��8rm�P8! そこに向かって⾏きたいと思います。
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尽⼒いたします。

þ�9	2� R���Y��0å9°&i���︓ 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
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今年で�D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︕
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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」（�B���¦

⽇本対がん協会会⻑ "#$%&%&�ÁÂÇÈ�'��()�í9E2�Í��*�®�病院、総移動距離、約
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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。
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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、
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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
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� ��./年度 �.� 交流会 �
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��B�M 宮城県対がん協会において交流会が開催され������������������� �!
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����mR�、東北⼤学病院äS�ê���8./012345�NO

³�òTUV¦� n����� �!RW&®XL2Y��@b�-./0

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

[ ì�� �!

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
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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
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〜患者会������� 患者会・サロンの活動を紹介しました〜
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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
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東北全県からの参加者を迎え⼊れ、パンフ
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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
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＊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×Ø�bご協⼒よろしくお願いいたします。
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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。

昨年に引き続き︕

今年は、 RSFTUVWXYZ[\�]^_1`ab�:+
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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
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今年私たちチームは、 �·¸M(:;
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来年はº位を目指して頑張りたい︕と
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今年も皆さんにご協⼒いただきながら作成。
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� 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︓�������	〜�
���	 会場︓地下鉄国際センター駅前広場

〜 ����年度 ��� 交流会が開催されました︕〜

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
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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
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kè8±�w���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
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������年�⽉〜�⽉実施）へのご協⼒ありがとうございました。
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)�*河北新報に中間報告が掲載されました。

〜第�	回東北⼤学病院市⺠公開講座に参加〜

 !�����"#$%�&'()*+,-./.0

��º��ê 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。

ë�qìíî)1ï�ðkñz+º»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。
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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
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����� 宮城県対がん協会において交流会が開催され、º�Ó3���1���=>�!£�@?!A

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��Ó3�;�@?!A

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
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とを切に願っております。 �りんりんの会代表︓髙橋修⼦�
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聖路加国際病院精神腫瘍科部⻑

�� � �� ������ ��	
�しました︕
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+ ,�E年��'F⽇（⾦）'$G$F〜'#G$F H�% ネットワーク交流会開催予定（対がん協会内）

+ ,�E ��I JK�L�MNOP QR������STUV WWW ご協⼒お願いいたします︕
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� 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!"#$

%&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。

���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'(�

)*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�
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CD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E

F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B
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�。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
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また、ロールプレイを講義の途中に何度か取り⼊
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��^*ポイントが理解しやすかったなど、��
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S���]1、実際にピアカウンセリングを⾏う機会や場
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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
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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。
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が⼀つの輪になって、ネットワークの活動を盛り上
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〜 �� 交流会が開催されました︕〜
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