
平成 29年 3月のがん患者サロン、イベント予定 
（注）予定は変更になる場合もあります。また予約が必要なサロンもありますので、必ず事前に各施設へ

お電話等でご確認の上お出かけ下さい。 

1 日（水） 北海道肺がん患者と家族の会 13：00～15：00 ＫＫＲ札幌医療センター 連絡先：（011）832-3260 

2 日（木） がんサロン「ハートクロス」 10：00-12：00/14：00-16：00 旭川赤十字病院 連絡先：（0166）22-8111 

女性のがん交流会 14：00～15：00 札幌医科大学付属病院 2階リハビリ科カンファランススルーム  

連絡先：（011）616-0234 

がん患者さんのためのヨガ教室と茶話会 15：00～16：30  

札幌医科大学付属病院 2階リハビリ科カンファランススルーム 連絡先：（011）616-0234 

がん患者サロン「こもれび」 11：00～12：00 ＫＫＲ札幌医療センター 連絡先：（011）832-3260 

3 日（金） がん患者サロン「ほっとピア」 10:00-12:00/13:00-15:00 旭川医科大学病院 連絡先：（0166）69-3231 

第３回北海道がん患者交流会 13：30～16：00 北海道がんセンター 連絡先（011）811-9118 

がんサロン 13：30～15：30 北海道中央労災病院 連絡先：（0126）22-1300 

4 日（土） がん患者と家族の集い・がんサロン 13:30～15:30 美唄市立病院 連絡先：（0166）63-4171 

あけぼのハウス in札幌 13：00～15：00 札幌社会福祉総合センター内  

連絡先：（011）717-8961（関川正美様） 

5 日（日）  

6 日（月） 「わかばカフェ」（20歳未満のお子さんをお持ちのがん患者さん）14:00～16:00 北海道大学病院 

連絡先：（011）706-5659 

7 日（火） がん患者サロン「こもれび」 11：00～12：00 ＫＫＲ札幌医療センター 連絡先：（011）832-3260 

ひまわりサロン 13:30～15:30 市民と共に創るホスピスケアの会事務所 連絡先：（011）615-6060 

患者・家族サロン「ミナミナ」 9：00～15：00 旭川厚生病院 連絡先：（0166）38-2201 

8 日（水） ひだまりサロン 10:00～12:00 北海道がんセンター 連絡先：（011）811-9111 

ひだまりウィッグレンタルサロン 13:30～15:30 北海道がんセンター 連絡先：（011）615-6060 

子育て世代のがん患者サロン「さくらんぼ会」 10:00～12:00 手稲渓仁会病院 連絡先：（011）685-2976 

がん患者サロン「さくら会」 14:00～16:00 手稲渓仁会病院 連絡先：（011）685-2976 

がん患者サロン「ポプラの会」 13：30～15：00 市立小樽病院 連絡先：（0134）25-1211 

がんサロン「カルミア」 10:00～12:00 砂川市立病院 連絡先：（0125）54-2131 

がん患者サロン「ポレ＊ポレ」13：30～15：00 国立病院機構北海道医療センター 連絡先：（011）661-8111 

9 日（木） がん患者サロン「こもれび」 11：00～12：00 ＫＫＲ札幌医療センター 連絡先：（011）832-3260 

がんサロン「ハートクロス」 10：00-12：00/14：00-16：00 旭川赤十字病院 連絡先：（0166）22-8111 

がん患者・家族サロンえんがわ「縁佳話」 13：30～15：00旭川医療センター 連絡先：（0166）51-3161 

10 日（金）  

11 日（土）  

12 日（日）  

13 日（月） 「わかばカフェ」（20歳未満のお子さんをお持ちのがん患者さん）14:00～16:00 北海道大学病院 

連絡先：（011）706-5659 

ウィッグ・ケア帽子とカバーメイク講座 15：00～16：30  

６階北・婦人科病棟カンファランスルーム 連絡先：ニトリ緩和医療学推進講座 （011）616-0234 

  



14 日（火） がん患者サロン「こもれび」 11：00～12：00 ＫＫＲ札幌医療センター 連絡先：（011）832-3260 

なのはなの会（遺族会） 14:00～16:00 市民と共に創るホスピスケアの会事務所 連絡先：（011）615-6060 

いずみ会 13：30～15：00 王子総合病院 連絡先：（0144）32-8111 

がんサロン 13：30～15：00 苫小牧市立病院 連絡先：（0144）84-0158 

15 日（水） がんサロン「ほほえみ」 14:00～16:00 北見赤十字病院 連絡先：（0157）24-3155 

市民のためのがん治療の会 定例会 13：00～15：00 北海道がんセンター 連絡先 572-5630 

がんサロン「サロン deほっと」13：30～15：00 日鋼記念病院 連絡先：（0143）22-2225 

患者・家族サロン「ミナミナ」 9：00～15：00 旭川厚生病院 連絡先：（0166）38-2201 

がんサロン「ひまわり会」 13：30～15：30 市立室蘭総合病院 連絡先：（0143）25-2241 

がん患者サロン「エンポックル」 14：00～16：00 帯広厚生病院 連絡先：（0155）24-4161 

16 日（木） 患者、家族サロン「菜の花」 13：30～15：30 函館五稜郭病院 連絡先：（0138）51-2295 

がん患者サロン「こもれび」 11：00～12：00 ＫＫＲ札幌医療センター 連絡先：（011）832-3260 

がんサロン「ハートクロス」 10：00-12：00/14：00-16：00 旭川赤十字病院 連絡先：（0166）22-8111 

やさしさサロンかたろーね 13：30～15：00 市立札幌病院 連絡先：（011）726-8101 

17 日（金） ひまわりナイトサロン 18:00～20:00 市民と共に創るホスピスケアの会事務所 連絡先：（011）615-6060 

がんサロン「ほっと」14：00～15：30 函館中央病院 連絡先：（0138）52-1231 

がん患者サロン「ほっとピア」10:00～12:00/13:00～15:00 旭川医科大学病院 連絡先：（0166）69-3231 

18 日（土）  

19 日（日） 函館がん患者・家族会「元気会」 10:00～12:00 総合保健センター 連絡先：(0138)43-2000 

20 日（月）  

21 日（火） ひまわりサロン 13:30～15:30 市民と共に創るホスピスケアの会事務所 連絡先：（011）615-6060 

がん患者サロン「こもれび」 11：00～12：00 ＫＫＲ札幌医療センター 連絡先：（011）832-3260 

22 日（水） がん患者サロン「ひまわり」 13:00～15:00 市立旭川病院 連絡先：（0166）24-3181 

がん患者サロン「さくら会」 14:00～16:00 手稲渓仁会病院 連絡先：（011）685-2976 

がん患者サロン「ひまわり」 13:00～15:00 市立旭川病院 連絡先：（0166）24-3181 

がん患者サロン「ポプラの会」 13：30～15：00 市立小樽病院 連絡先：（0134）25-1211 

「ひなたぼっこ」 13：00～15：00 釧路労災病院 連絡先：（0154）22-7191 

23 日（木） がん患者サロン「こもれび」 11：00～12：00 ＫＫＲ札幌医療センター 連絡先：（011）832-3260 

がんサロン「ハートクロス」 10：00-12：00/14：00-16：00 旭川赤十字病院 連絡先：（0166）22-8111 

ピアサポート事業 13：00～15：00 市立函館病院 連絡先：（0138）43-2000 

患者・家族サロン「ミナミナ」 9：00～15：00 旭川厚生病院 連絡先：（0166）38-2201 

がん患者・家族サロンえんがわ「縁佳話」 13：30～15：00旭川医療センター 連絡先：（0166）51-3161 

24 日（金） ひだまりウィッグレンタルサロン 10:00～12:00 北海道がんセンター 連絡先：（011）615-6060 

ひだまりサロン 13:30～15:30 北海道がんセンター 連絡先：（011）811-9111 

がんサロン「すまいる」 14：00～16：00 ＮＴＴ東日本札幌病院 連絡先：（011）623-7215 

25 日（土） がん患者と家族の会「フォーエバー」 市立室蘭総合病院２階応接室 連絡先：（0143）44-8093（小沼様）  

グループネクサスジャパン第１７回北海道交流会（リンパ腫患者・家族連絡会） 10：00～14：00 

                         北海道がんセンター サロンひだまり 連絡先（090）1306-1853 

あけぼのハウス in旭川 11：30～15：00 フィーレ旭川 連絡先：（0166）23-7645（横山洋子様） 

乳がんサポートグループ「すもも」 13：00～ 函館五稜郭病院 連絡先：（0138）51-2295 



（注）予定は変更になる場合もあります。また予約が必要なサロンもありますので、必ず事前に各施設へ

お電話等でご確認の上お出かけ下さい。 

 

26 日（日）  

27 日(月) 「わかばカフェ」（20歳未満のお子さんをお持ちのがん患者さん）14:00～16:00 北海道大学病院 

連絡先：（011）706-5659 

患者・家族サロン「ミナミナ」 9：00～15：00 旭川厚生病院 連絡先：（0166）38-2201 

「語り合いサロン」 13：00～15：00 札幌共立五輪橋病院 連絡先：（011）571-8221 

28 日（火） 留萌がんサロン「茶話会」 13：30～14：30 留萌市立病院 連絡先：（0164）49-1011 

29 日（水）  

30 日（木） すまいるサロン 13：00～15：00 深川市立病院 連絡先：（0164）22-1101 

がん患者、家族サロン「よりみち茶話会」 13：30～16：00 名寄市立総合病院 連絡先：（0165）43-3101 

患者・家族サロン「ミナミナ」 9：00～15：00 旭川厚生病院 連絡先：（0166）38-2201 

31 日（金）  


