佐賀県内のがん患者団 体等 活動 一覧
団体名称

希望の会～さくら～

コスモスの会
（平成１８年７月設立）

リボンの会
（平成１９年３月設立)

チアフル♪プラザ
（平成２１年７月発足）

関係機関

小城市役所健康増進課
健康づくり係

国立病院機構佐賀病院

江北町保健センター

武雄市

連絡先

平成３０年４月現在
活動状況

小城市役所健康増進課
健康づくり係
（小城市役所西館1Ｆ）
TEL：0952-37-6106
FAX：0952-37-6162

＊乳がん患者会です。
日時：２ヵ月に１回 14:00～15:30
（詳細はお問い合わせください）
場所：小城保健福祉センター（桜楽館）
※日時・場所は変更あり
内容：交流会や医師・講師による講演会・講習会、調理実習など
参加費：無料

代表 草場
TEL：090-9564-4392

＊乳がん患者会です。
日時：毎月第１土曜日、14:00～16:00
場所：国立病院機構佐賀病院 ５階外科病棟フロア
（１月、５月、８月は院外交流会）
内容：年に２～３回は勉強会（先生のお話を聞いて・・）
その他に、患者同士の交流会、抗がん剤治療の方のために
タオルやＴシャツでのケア帽子作りや、温泉旅行・
親睦会などを企画しています。

代表 藤井 惠子
TEL：090-3986-6177

＊乳がん患者会です。
日時：開催は年１回ほど 午後から
（患者会に入会されたらハガキにて開催前にお知らせします）
場所：江北町保健センター（ネイブル）
内容：患者間の情報交換や交流会、病気に対しての知識を深める
勉強会や講演会などです。

代表 高田
TEL/FAX：
050-3671-8201

＊がん患者のための集いの場ができました。
聞きたいこと、話したいこと、いっぱいありませんか？
一人で悩んでいませんか？一緒に語り合いましょう。
お気軽にお越しください。
日時：毎月第１木曜日 13:00～15:00（１月、５月はお休み）
場所：女性が元気になれるセンター
（武雄市北方町掛橋 0954-36-5354）
会場費：100円／回
前日までに高田宛てＴＥＬ/ＦＡＸでご予約をお願いします。

佐賀県内のがん患者団 体等 活動 一覧
団体名称

あじさい
（平成２３年７月設立）
＊前身はあじさいの会
（平成１７年６年設立）

公益社団法人
日本オストミー協会
佐賀県支部
（平成元年設立）

関係機関

連絡先

平成３０年４月現在
活動状況

＊乳がん患者会「あじさい」は３つの活動に取り組んでいます。
①茶話会
～患者さんやご家族同士が情報交換をしたり事由に語り合う会です
・タオル帽子の会（第３火曜日限定）
抗がん剤治療中の患者さんへプレゼントするタオル帽子を
作っています
☆タオル購入のためのタオル帽子基金も行っています
・各種教室の開催
事務局：あじさいクリニック
講師（体験者など）を招いてアイシングクッキー教室や
あじさいクリニック乳腺外科 内
エコクラフト教室、メイクアップ教室などを開催しています
TEL：0952-27-7600
②講演会・日帰り温泉旅行の実施
講演会：毎年9月第２土曜日、ほほえみ館にて
医療講演会を開催。
日帰り温泉旅行：毎年１２月第２土曜日、嬉野温泉椎葉山荘
③ピンクリボン啓発活動部隊による啓発活動の取り組み
会費：入会金500円 年会費1,000円
会員資格：正会員 乳がん体験者
協力会員：会の趣旨に賛同し入会を希望する者（医療従事者）

佐賀県障害福祉課

佐賀県障害者福祉会館内
佐賀県支部長 中嶋巧
〒840-0851
佐賀市天祐一丁目8-5
TEL/FAX：
0952-65-5855

＊オストメイト「人工肛門・人工膀胱」造設者が、安心して
生活できる社会を目指して活動している団体。
構成メンバー：患者様および賛同する個人・団体
会費：3,600円／年（本部1,200円・支部2,400円）
定例会・地域サロン：年６～７回
会報発行：年６回（本部・支部）
＊県内７地区で、毎月１回、オストメイト情報交換会を行っています
詳しくは「日本オストミ—協会佐賀県支部」で検索してください
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団体名称

ＮＰＯ法人
クレブスサポート

関係機関

佐賀県

＊佐賀県のがん医療の発展、患者支援、検診の啓発を目的に
設立された市民団体。
＊行政、大学、医療機関と協力して次の事業を展開しています。
・がんサロンの運営とサロン開設のお手伝い
・がんピアサポーター及びがん教育支援員の養成
・小学生にがんについて教えるがん教育ボランティア
（がん教育支援員）の派遣

唐津赤十字病院

唐津赤十字病院
がん相談支援センター
TEL：0955-74-9135

対象：がん患者さん・ご家族
日時：毎月第２水曜日 13:00～14:30
場所：唐津赤十字病院内 1階 佐野講堂
内容：例会や勉強会、集う会などを開催予定
参加費：無料

ほほえみサロン

NPO法人
リンパ浮腫を学ぶ会
（平成２３年５月設立）

活動状況

理事長 吉野徳親
〒840-0052
佐賀市今宿町5番5号
TEL：0952-23-8231
FAX：0952-23-8216
E MAIL：
npokrebs@yahoo.co.jp

（平成１８年１月設立）

＊前身はほほえみの会
（平成２１年７月設立）

連絡先

平成３０年４月現在

＊「リンパ浮腫を学ぶ会」や「セルフケア講習会」を通して
リンパ浮腫の正しい知識と認識を深めていきましょう。
代表 高田
また、学ぶ会の患者会”気ままに茶話会”では患者同士で
TEL/FAX：
あじさいクリニック乳腺外
情報交換や日常生活の悩みなどゆっくり語り合いましょう
050-3671-8201
科
リンパ
◎講習会などのご案内はFacebookをご覧ください。
https://www.facebook.co
浮腫外来
※リンパ浮腫外来では、リンパ浮腫指導技能者が担当しています。
m/
あじさいクリニック乳腺外科 リンパ浮腫外来
rinpahusyuwomanabukai
佐賀大学医学部附属病院 産科婦人科 リンパ浮腫外来
【事前の電話予約が必要です】

佐賀県医療センター好生館
がん相談支援センター
化学療法患者会
佐賀県医療センター好生館
がん相談支援係長あて
「なごみの会」
（平成２２年１０月設立）
TEL：0952-28-1210
FAX：0952-28-1250

対象：化学療法を受けている方の患者会ですが、現在治療中でない
方や当館の受診者以外の患者様・ご家族のどなたでもお気軽に
ご参加いただけます。
日時：毎月１回、原則第３水曜日開催（※日時内容は、変更あり）
場所：佐賀県医療センター好生館内 多目的ホールまたは研修室1Ａ
参加費：無料
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団体名称

お茶々サロン
（平成２４年１１月設立）

武雄市 がんサロン
（平成２５年４月発足）

クローバーの会

Ｒ－Ｃａｆｅ

関係機関

連絡先

平成３０年４月現在
活動状況

嬉野医療センター

嬉野医療センター
医療ソ-シャルワーカー
TEL：0954-43-1120
FAX：0954-42-2452

対象：当院入院中または通院中の患者様とそのご家族。
がんの部位は限定していません。
医療スタッフによる話題提供や簡単な工作など
会費：無料
日時：奇数月に１回／月 14:00から
場所：嬉野医療センター２階 中ホール２

武雄市 福祉部 健康課

武雄市健康課
TEL：0954-23-9131
FAX：0954-20-1355

＊患者さんやご家族のためのサロンです。
＊一人で悩まないで参加してみませんか?
日時：毎月第２水曜日 （７月・３月は第１水曜日）10:00～12:00
場所：山内保健センター（和室）

伊万里有田共立病院
地域連携室

＊患者さん・家族のサロンです
代表 池田 由香
＊皆さんそれぞれが語り合う会です
伊万里有田共立病院 地域連
日時：偶数付きの第２土曜日 13:00～16:00
携室
場所：伊万里有田共立病院
TEL：0955-46-5186
※日時は変更になる場合もありますので、ご確認ください

代表 荒木 さとみ
TEL：090-4776-7584
E-MAIL
hanasato825mi@gmail.co
m

＊がんがきっかけで、悩みやつらさを抱えていらっしゃる患者さん、
家族の皆さん、一緒におしゃべりしてみませんか？
日時：月１回 土曜日 11:30～
場所：その都度、お店をセッティングします
参加費はお店の飲食代のみです

佐賀県内のがん患者団 体等 活動 一覧
団体名称

がんサロン ピア
（平成26年6月発足）

関係機関

NPO法人クレブスサポー
ト

佐賀県
佐賀県健康増進課
がん患者・家族集いの会
佐賀県健康づくり財団
（平成23年3月開設）

連絡先

平成３０年４月現在
活動状況

NPO法人クレブスサポート
事務局 鶴田憲司
TEL：
090-5383-9007
0952-23-8231
FAX：0952-23-8216
E-MAIL：
npokrebs@yahoo.co.jp

＊がんサロン（ピア）は、がん患者様やそのご家族が語り合い、気持
ちを
分かち合う交流スポットです。
・相談員やピアサポーターが、相談支援を行います。
・がんサロンへの参加は申し込みなど必要ありませんが、
個別相談をご希望される方は、事前に連絡ください。
日時：毎月第２日曜日 15:00～
場所：玉屋 ７階

佐賀県がん総合支援センター
がんの悩み相談ダイヤル
TEL：0120-246-388
相談日：月曜日～金曜日（祝
日除く）
時間：9:30～13:00、
14:00～16:30

対象：患者さんやご家族の方が、それぞれの思いを語り、
分かち合い、少しでも前向きになれるきっかけづくりを目指し
ます。
日時：年３回／不定期（詳細は、お問い合わせください。）
13:00～16:00
場所：佐賀メディカルセンタービル（旧県立病院好生館跡地）
（※開催場所の変更有）
内容：お楽しみレクリエーションと親睦・交流会など
会費：１回／300円（お茶菓子付き）

