平成 30 年 2 月のがん患者サロン、イベント予定表
（注）参加費がかかるサロンもあります。また予定が変更になる場合や予約が必要な場合もありますので、
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（木）

女性のがん交流会 14：00～15：00 札幌医科大学付属病院
連絡先：（011）616-0234（ニトリ緩和医療学推進講座）
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
連絡先：（011）616-0234（ニトリ緩和医療学推進講座）
ベニバナの会 14：30～16：00 札幌医科大学 連絡先：（011）611-2111（内線 28590）
札幌医科大学保健医療学部看護学科成人看護領域 仲田みぎわ様
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
がんサロン（女性限定交流会） 13：30～15：00 苫小牧市立病院 連絡先：（0144）84-0158

２日（金）

わかばカフェ（子育て世代の方） 10：30～12：00 北海道大学病院 連絡先：（011）706-7770
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

３日（土）

第 40 回日本造血細胞移植学会総会 市民公開講座「血液がんの治療をのりこえる」 14：40～16：20
札幌市民教育文化会館 小ホール 連絡先：（011）233-0005 株）コングレ北海道支社内
がん患者と家族の集い・がんサロン 13：30～15：30 市立美唄病院 連絡先：（0126）63-4171
がん患者サロン「えぞりすカフェ」 10：00～11：30 帯広協会病院 連絡先：（0155）22-6600
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）

４日（日）

北海道の AYA 世代がん患者会 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 市民と共に創るホスピスケアの会
乳房再建体験者によるピアサポート倶楽部「re-breast」 10：00～11：30 札幌東区民センター
連絡先：re.breast00@gmail.com または (090) 5075-9690 （高橋）

５日（月）
６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

７日（水）

がんサロン「サロン de ほっと」 13：30～15：30 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

８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
がんサロン「ハートクロス」 ミニ講座 13：00～13：30 旭川赤十字病院 連絡先：（0166）22-8111

９日（金）

ゆるりサロン（小児がん患者の家族のサロン） 13：30～15：00 北海道大学病院 連絡先：（011）706-7758
わかばカフェ（子育て世代の方） 10：30～12：00 北海道大学病院 連絡先：（011）706-7770
患者サロン「虹色カフェ」 15：00～16：00

１０日（土）

JR 札幌病院 連絡先：（011）208-7150

みもざサロン（アピアランスケア）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
がんサロン 13：00～15：00 北海道中央労災病院

連絡先：（0126）22-1300

１１日（日）
１２日（月）
１３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

がんサロンはぁと 13：00～15：00 製鉄記念室蘭病院 連絡先：（0143）47-4337
１４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）811-9118
ひだまりレンタルウィッグサロン 13：30～15：30 北海道がんセンター 連絡先：（011）615-6060
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
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 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
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」～みんなで話せ場 10：00～12：00 砂川市立病院 連絡先：（0125）54-2131

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

１６日（金）

在宅緩和ケア支援広場あっとほーむ 13：30～15：30 日鋼記念病院 連絡先：（0143）22-2225
がんサロンなないろ 13：30～15：00 北海道大学病院 連絡先：（011）706-7040
わかばカフェ（子育て世代の方） 10：30～12：00 北海道大学病院 連絡先：（011）706-7770
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
がん患者サロン「ほっとピア」ミニセミナー 13:00～13：30 旭川医科大学病院 連絡先：（0166）69-3231
がんサロン「ほっと」14：00～15：30 函館中央病院 連絡先：（0138）52-1231

１７日（土）

北海道希少がんサロン「カンナの花」 13：30～15：00 かでる 2・7 和室研修室えぞまつ
連絡先：kishogan@cancersupport.jp キャンサーサポート北海道
健康セミナー「禁煙について」 13：00～14：00 NTT 東日本札幌病院
連絡先：（011）623-8320 NTT 東日本札幌病院 入退院・総合相談センター
あけぼの北海道「りらサロン」 13：30～15：30 札幌社会福祉総合センター内
連絡先：（011）717-8961（関川様）
市民公開講座「がんをもっとよく知ろう～こどもから大人、そして家族まで～」 14：00～16：00
京王プラザホテル札幌３階扇の間 連絡先：（011）688-9468 がん専門医療人材養成ボード事務局

１８日（日）

札幌市医師会医学会 特別講演「がんのゲノム医療、薬物療法の進歩」他

9：30～11：50

札幌市医師会館 5 階大ホール 連絡先：（011）611-4148
函館がん患者・家族会「元気会」 10：00～12：00 函館市総合保健センター 連絡先：（0138）48-2056

１９日（月）

ウィッグ・ケア帽子とカバーメイク講座 15：00～16：30 札幌医科大学付属病院
連絡先：（011）616-0234（ニトリ緩和医療学推進講座）
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

２０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
ラクシア（４０代までもしくは高校生以下の子どものいる女性） 10：30～12：00 北海道がんセンター
連絡先：luxia.hmni@gmail.com タキザワ
がんサポートの会 13：00～14：00 斗南病院 連絡先：（011）231-2121
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
「ひなたぼっこ」 13：00～15：00 釧路労災病院 連絡先：（0154）22-7191

２１日（水）

市民のためのがん治療の会 13：00～15：00 北海道がんセンター
連絡先：（011）584-0434（事務局：浜下様）
がんサロン「ひまわりの会」 13：30～15：30 市立室蘭総合病院 連絡先：（0143）25-2241
乳がん患者サポートグループ「おしゃべり会」 14：00～15：30 国立病院機構函館病院
連絡先：（0138）51-0229
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
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

２２日（木）

患者サロン「虹色カフェ」 13：30～14：30

JR 札幌病院 連絡先：（011）208-7150

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
すまいるサロン 13：30～15：00 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
ピアサポート、ウィッグ相談 13：00～15：00 市立函館病院 連絡先：（0138）43-2000
２３日（金）

ひだまりサロン 13：30～15：30 北海道がんセンター 連絡先：（011）811-9118
ひだまりレンタルウィッグサロン 10：00～12：00 北海道がんセンター 連絡先：（011）615-6060
わかばカフェ（子育て世代の方） 10：30～12：00 北海道大学病院 連絡先：（011）706-7770
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
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

２４日（土）

地域住民講座「血液検査でわかること」13：00～14：00 恵佑会札幌病院 1 階外科外来前ロビー
連絡先：（011）863-8800 恵佑会札幌病院地域医療連携室
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）
さんきゅうカフェ 10：00～12：00 市立釧路総合病院 連絡先：（0154）41-6121

２５日（日）

ワーキング・サバイバーズ・フォーラム 2018 14：00～17：00 京王プラザホテル札幌 B1 プラザホール
連絡先（011）676-3955 ピンクリボン in SAPPORP 事務局
市民公開講座「がんと生きる～予防から治療期を超えて～」13：30～15：40
北海道医療大学 札幌あいの里キャンパス 心理科学部棟 2F 講義室 2－1
連絡先：（0133）23-1211 内線 2143 北海道医療大学 学務部がんプロフェッショナル養成プラン事務局

２６日（月）

子育て世代のがん患者サロン「ななかまど」 10：00～12：00 旭川医科大学病院 連絡先：（0166）69-3231

２７日（火）

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
地域健康教室「消化器の病気と内視鏡検査について」14：00～15：00
（札幌市東区）伏古本町まちづくりセンター 連絡先：（011）711-3211 札幌市東区保健センター

２８日（水）

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「ひまわり」 のミニセミナー 13:00～13：30 市立旭川病院 連絡先：（0166）24-3181
地域健康教室「がんについて」14：00～14：50 （札幌市東区）北保健センター
連絡先：（011）757-1181 札幌市北区保健センター
第 5 回北海道がん患者交流会 14：30～16：30 北海道がんセンター 大講堂
連絡先：（011）811-9118 北海道がんセンターがん相談支援センター

（注）参加費がかかるサロンもあります。また予定が変更になる場合や予約が必要な場合もありますので、
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。

