がん患者グループ「ゆずりは」
がんという病を前に、心に風が吹き抜ける・・・

Facebook も

でも、その事実がなかったことには出来ない。

ご覧下さい

だから、どう生きるのか・・・私達はそこを考えます。
➢

思いやりのこころを大切にし、互いに支え合い、助け合う会とします。

➢

各自が生き方を考えつつ、病になった自己と向き合えることを目指します。

➢

各々の力を活かせる社会作りに寄与することを目指します。

入会（年会費￥3000）申し込み・お問い合わせは事務局まで
Mail：kobeyuzuriha@gmail.com

TEL 080-1476-5715

(平日 10 時～15 時)

２０１８年１月定例会
テーマ：私に見えてきたもの ～病院勤務医から在宅医になって～
講師；いわもと診療所 こうべ往診クリニック 院長 岩本善嵩氏
いわもと診療所

こうべ往診クリニック副院長

熊野 晶文氏

日 時： ２０１８年１月１３日（土） 12:15 受付開始
お顔拝見会 12:30～13:20 講演会 13:30～15:00 交流会 15:15～16:45
場所： 兵庫県民会館 １２０２号室

※事前申し込み不要。直接会場にお越し下さい

（神戸市営地下鉄山手線「県庁前」下車 東①出口を右方向へ 教会東隣り）
参加費：一般 800 円、学生 500 円、会員 500 円
医学部から病院勤務医へ。数年経てから在宅医を目指した二人。今、お二人の行動へと導いたものは
何で、今、どのような景色を見て日々のエネルギを湧き上がらせているのでしょうか？
在宅医療に関わる人達の、心を見せていただき、自分達の関わり方も見つめましょう。
２０１８年２月定例会

～患者体験発表会～
発表者：会員３名
コーディネーター；國富胃腸病院 田村亮氏

日 時： ２０１８年２月１０日（土） 12:15 受付開始
お顔拝見会 12:30～13:20 発表会 13:30～15:00 交流会 15:15～16:45
場 所： 兵庫県民会館１２０２号室
※事前申し込み不要。直接会場にお越し下さい
参加費：一般 800 円、学生 500 円、会員 500 円

☆★☆★☆★☆★

ゆずりはサロン

あしゆ亭

★☆★☆★☆★☆

日 時 ： ２０１８年 1 月１９日（金）・２月１６日（金）・３月１６日（金） 各日とも午後 2 時～4 時
場 所 ：

市立芦屋病院 管理棟４階レストラン Cafe de Blanche
参加費は無料ですが、各自、レストラン・カフェメニューを御注文ください。
がん患者さん、ご家族、お友達、医療スタッフ どなたでも参加自由です。

2017 年度 定例会予定(事情により変更あり)
詳細は事務局（080-1476-5715 平日１０時～１５時、またはメール kobeyuzuriha@gmail.com）まで
日 時・会 場
2017 年 4 月 8 日（土）
13：30～16：30
兵庫県民会館 1202 号室
2017 年 5 月 13 日（土）
14:00～16:30
兵庫県民会館 1202 号室

内

容

演題：抗がん剤のやめどき
講師：長尾クリニック院長

長尾和宏氏

（※同部屋にて 13 時～14 時総会）
ラージャ・ヨーガ 瞑想で自己内観を体感しよう
講師：ラリータ・パテラ氏

2017 年 6 月 10 日（土）
13：30～16：45

演題：がんが病気じゃなくなった時 ～いのちのメッセージ～

兵庫県民会館 1202 号室

講師：岩崎順子氏（いのちの講演家）

2017 年７月８日（土）

テーマ：私にとっての緩和ケア病棟

13：30～16：45

講師：市立芦屋病院 緩和ケア内科医長 中嶋真一郎氏

兵庫県民会館 902 号室
2017 年８月
2017 年 9 月 9 日（土）
13：30～16：45

市立芦屋病院 緩和ケア病棟がん専門看護師

宮武佳菜枝氏

県民会館休館のため夏休み
テーマ：アドバンス・ケア・プランニング
～患者さん・ご家族の向き合い方～

兵庫県民会館 1202 号室

講師：在宅ケア移行支援研究所宇都宮宏子オフィス

2017 年 10 月 14 日（土）

テーマ：患者と医療者が共に考えるエンド・オブ・ライフケア

13：30～16：45

講師：大阪北ホームケアクリニック院長 白山宏人氏

兵庫県民会館 303 号室
2017 年 11 月 11 日（土）
13：30～16：45
兵庫県民会館 1202 号室
2017 年 12 月９日（土）
13：30～16：45
兵庫県民会館 1202 号室

四条畷看護専門学校

宇都宮宏子氏

専任教員 久保田千代美氏

テーマ：
『本当に がんに克つ方法とは』
講師：船戸クリニック院長

船戸崇史氏

アピアランスサポート＆交流会
美しくなろう。内面・外面から
エステメイク・ヘアサロン・カイロプラクター担当者

2018 年 1 月 13 日（土）

テーマ：
「私に見えてきたもの ～病院勤務医から在宅医になって～」

13：30～16：45

講師；いわもと診療所 こうべ往診クリニック 院長

兵庫県民会館 1202 号室
2018 年２月 10 日（土）
13：30～16：45
兵庫県民会館 1202 号室
2018 年３月 10 日（土）
13：30～16：45
兵庫県民会館 1202 号室
2018 年４月 14 日（土）
13：30～16：45
兵庫県民会館 1202 号室

岩本善嵩氏

いわもと診療所 こうべ往診クリニック副院長 熊野 晶文氏
患者体験発表会：会員三名より
コーディネーター：國冨胃腸病院 田村亮氏
語り合い会：（コーディネーター：宮本直治）
一年間の交流会や講演会を通して見えてきたものの意見交換
テーマ：
『医療者、患者、家族で考えるセデーション（鎮静）
』
講師：淀川キリスト教病院緩和医療内科 主任部長

池永昌之氏

☆★ ゆずりはサロン あしゆ亭☆★
毎月第三金曜日 14 時～16 時 市立芦屋病院 カフェ・ド・ブランシュにて

