
おくすりカフェ
12日（月）14:00～16:00

「痛いのだけはいやなんです」を
テーマに苦痛を和らげるお薬につ
いて学びましょう。

担当：橋本秀子（薬剤師）

毎週月曜日は
薬剤師がいます！

日 月 火 水 木 金 土
29 30 31 1 2 3

14:00 14:00

がんと仕事 青年部

4 5 6 7 8 9 10

おやすみ 10:00 10:00

手芸部 がんと暮らし

14:00 14:00 14:00 14:00

鍼灸教室 ヨーガ教室 フィットネス カホンプロジェクト
②

11 12 13 14 15 16 17

おやすみ 10:00 10:00

ミニ薬膳 壮年部

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

おくすりカフェ フィッティング オルゴール ヨーガ教室 がんと仕事 くるみカフェ

ファッション外来

18 19 20 21 22 23 24

おやすみ 10:00 10:30

手芸部 おんころカフェ

14:00 14:00 14:00 14:00

虹をみた会 アロマの時間 フィットネス 聞き書き①

19:00

男学（おとこがく）

25 26 27 28 29 30

おやすみ 10:00 10:00

試乗会 実になる食事

14:00

アロマリラックス

今月のプログラム

石川県がん安心生活サポートハウス つどい場はなうめ
〒920-8557 石川県金沢市本多町3-1-10 県社会福祉会館3階
電話 076－234－2108
利用時間 月～土曜日 9:00～16:00＊第2・4金曜日のみ21:00まで

がんサロン

とりあえずコレ！

ホームページ

はなうめ

交流 がんを経験した人同士での交流に。図書室や気分転換に予約なしで利用できます。

相談 まずは、気持ちと起こっていることの整理から。来所できない場合は電話、LINE、メールで伺います。

プログラム 交流、体力、暮らしなど目的に応じてご参加ください。※現在すべて予約が必要で,一部参加費が必要なものもあります。

はなうめだより ２０２３年６月第120便

つどい場はなうめ

石川県のがん対策推進のために設置されたがんサロン。がん患者さんやご家族、ご友人などが利用できます。 青年部
3日（土）14:00～16:00

同じような経験をした同年代のメ
ンバーでゆるゆる話しながら過ご
す時間。病気の話はしてもしなく
てもOK！

担当：久村和穂（ソーシャルワーカー）

壮年部
17日（土）10:00～12:00

働き盛り・介護・ゆらぎの世代。
同年代のピアサポーターも参加し
ます。

担当：久村和穂（ソーシャルワーカー）

虹をみた会
21日（水）14:00～16:00

近況報告したり、こんな時どうし
てる？など和気あいあいとシェア
しあっています。

担当：久村和穂（ソーシャルワーカー）

小児がん経験者と家族の会

くるみカフェ
17日（土）14:00～16:00

経験者・きょうだい・パパママが
集います。
子どもたちは学生サークル小梅と
楽しく過ごします。
入院中・自宅療養中の方もオンラ
インでどうぞ！

おんころカフェ
24日（土）10:30～12:00

今月のテーマ「青春」について、
思いつくまま話します。
テーマにちなんだ本の紹介もあり
ます

担当：菊地建至（てつがくしゃ）
原有樹（図書館司書）

東洋医学を使おう！

鍼灸教室
５日（月）14:00～16:00

自分でできる台座灸によるココロ
とカラダのメンテナンスを楽しく
学びましょう

担当：津田昌樹（鍼灸師）

フィッティングタイム
13日（火）①14:00②15:00

前日まで完全予約制の試着タイム
購入目的じゃなくてOKです♪
新作、季節ごとにお試しください。
*ブレストケア用品
*リンパ浮腫ケア用品
*ウィッグ etc.
担当：竹内京子

（ブレスト・ウィッグフィッター）

アロマの時間
22日（木）14:00～16:00

今月は「虫よけスプレー＆アロマ
ワックスバー」を作ります。
精油やハーブを使ったアロマクラ
フトを楽しみながら生活に活かす
知恵を見つけましょう

◇材料費1,000円

担当：小林美樹
（JAA認定インストラクター）

オルゴールでリラックス
14日（水）14:00～16:00

オルゴールの響きでリラックス♪
横になって音を響かせます。

担当：高田悦子
（オルゴールセラピスト）

アロマでリラックス
27日（火）

①14:00 ②14:40 ③15:20

背中、足、手などご希望の部分に
30分のアロマトリートメントです。

◇実費2,000円

担当：小林美樹
（JAA認定インストラクター）

ファッション外来
13日（火）14:00～16:00

洋服のリメイク相談を承ります♪
*体形・外見変化後の洋服リメイク
*乳房補正具パッドカバーetc.

当日持ち込みでできること（500円）
*ウエストゴムの入れ替え
*ミシンでの裾上げ

担当：橋本久恵
（モードアオキ服飾研究所：洋裁師）

がんと暮らしのカフェタイム
10日（土）10:00～12:00

「治療費の負担が心配です」を
テーマに民間保険や家計の話題提
供から話しましょう。

*個別相談のある方は事前にご連絡を！
担当：
久村和穂（ソーシャルワーカー）
林由希（社会保険労務士）
山窪純（ファイナンシャルプランナー）

手芸部
7日・21日（水）10:00～12:00

7日
各自自由に作業を持参ください。
21日
ディップアートで
ミニ七夕飾り
を作ります
◇材料費500円
講師：color39さん

お昼のちょこっとフィットネス
月～金曜日12:45～13:00

日替わりで動画を観ながら身体を
うごかしてます。
*申し込み不要
*椅子を準備してzoomにつなぐだけ
*ビデオオフOK
≪お昼のフィットネス専用≫

ID:865 7399 2092
パスワード：hanaume

リハビリでフィットネス
９日・23日（金）
14:00～16:00

難しい動きは無し。
日頃良くする動きを意識的に。
自信がない方は見学からでもOKで
す。

担当：岡田智成（理学療法士）

ヨーガ教室
７日（水）15日（木）

14:00～16:00

難しいポーズ無し。ほぼ椅子に
座ってできるヨーガです。
リラックスしたい時、睡眠を整え
たい時のセルフケアにも。

担当：河﨑幾恵（ヨーガ療法士）

実になる食事
28日（水）10:00～12:00

調理実習・試食・ミニレクチャーでおい
しく簡単に栄養管理。「効果的な水分補
給」をテーマにトマトと豚肉の冷やしつ
け麺を作ります。
*個別相談は日程の調整が可能です。

◇材料費500円

担当：松本夏実（管理栄養士）

ふらり訪問も
どうぞ

プログラムの予定の
ないところは、
予約なしでふらりと
どうぞ

カホンプロジェクト
音とリズムの向こう側の世界へ♪

■1回目
‘愛しのmyカホン’を作ったよ
■今回ここ！
ｍｙカホンでリズムを楽しもう

■3回目9月9日（土）
myカホンを鳴らして踊るよ！

1回目参加できなかった方も♪

10日（土）14:00～16:00

ミニ薬膳教室
16日（金）10:00～12:00

72候の梅子黄（うめのみきなり）にちな

んで無農薬の梅を使用した「梅シ
ロップ」にお好みの生薬も漬け込
んでお持ち帰りいただきます。
＊材料費 1,500円

容器代 550円

farm to sweets arumr：yokoさん
島田薬局：島田和美さん

さまざまな専門職や
ボランティアが関わって

います

看護師
ほぼ毎日
います

不定期に不在

薬剤師
毎週月曜日
10:00～16:00

ソーシャルワーカー
第1・3金曜日14:00～16:00

＋がんと暮らしなど

医師
第1・3日火曜日
14:00～16:00
＋男学など

ピアサポーター
月・水・金曜日 9:00～16:00
第1土曜日 10:00～12:00
＋ヨーガ、おんころなど

社会保険労務士
ファイナンシャル

プランナー
理学療法士
音楽療法士
管理栄養士
てつがくしゃ
図書館司書

アロマセラピスト
オルゴールセラピスト
ヨーガ療法士
鍼灸師
就労ナビゲーター
洋裁師
関連業者

などなど

雰囲気がわかるのはコレ！

はなうめ日記

はなうめ日記

毎朝届くのはコレ！

公式LINE

問い合わせもできて便利

聞き書きサポーター
養成講座

4回シリーズすべてに参加して
課題を仕上げることができる方！

①6月24日：聞き書きを知ろう
②7月29日：聞き書きをやってみよう
③8月26日：聞き書き体にしてみよう
④9月30日：聞き書き本を完成させよう
*いずれも土曜日14:00～16:00

講師：天野良平氏

詳細はホームページまたはお問合せください。

ちょっとそこまで試乗会
26日（月）10:00～12:00

電動車いす・電動アシスト機能付
き自転車などちょっとそこまで行
くのに便利な乗り物を試し乗りす
る、気軽で楽しい試乗会を初開催

協力
金沢福祉用具情報プラザ
株式会社セリオ
株式会社石川トヨペットカローラ

モビリティパーク金沢

2013年6月1日のはなうめの開所式から10年。
のべ29,388人の利用者さんをはじめ、
（がんを経験された方は6割、ご家族は1割）

専門職や業者さん、学生さん、ボランティアさんなどなど、
地域のみなさんにもたくさん支えていただきました。
ありがとうございます。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。

ハローワーク金沢出張個別相談

がんと仕事の相談タイム
２日（金）16日（金）

①14:00②14:30③15:00④15:30

ご希望と状況から求人情報をご紹
介します。*失業保険受給資格者証をお
持ちの方は持参ください。
担当：藤本（就労ナビゲーター）

第1・３金曜日の午後は
ソーシャルワーカーもいます

Dr．龍澤喫茶

男学（おとこがく）
23日（金）19:00～21:00

龍澤マスターの淹れるコーヒーを
飲みながらあれこれ話しましょう。
*参加していいのかな？という方は気軽
にお問い合わせください。

担当：龍澤泰彦（医師・所長）

第1・３火曜日の午後も
医師・男性ピアサポーターがいます



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 憲法記念日 4 みどりの日 5 こどもの日 6

おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ

7 8 9 10 11 12 13

おやすみ 10:30

おんころカフェ※

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

おくすりカフェ フィッティング 色＆色カフェ※ フィットネス カホンプロジェクト

ファッション外来

14 15 16 17 18 19 20

おやすみ 10:00 10:00

手芸部 がんと暮らし※

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

男学（おとこがく） 虹をみた会 ヨーガ がんと仕事 くるみカフェ

21 22 23 24 25 26 27

おやすみ 10:00～15:00

試着会

14:00 14:00 14:00 14:00

Beauty部 アロマリラックス アロマの時間 フィットネス

28 29 30 31

おやすみ

交流 がんを経験した人同士での交流に。図書室や気分転換に予約なしで利用できます。

相談 まずは、気持ちと起こっていることの整理から。来所できない場合は電話、LINE、メールで伺います。

プログラム 交流、体力、暮らしなど目的に応じてご参加ください。※現在すべて予約が必要で,一部参加費が必要なものもあります。

つどい場はなうめ

石川県のがん対策推進のために設置されたがんサロン。がん患者さんやご家族、ご友人などが利用できます。

はなうめだより ２０２３年５月第119便 今月のプログラム

おくすりカフェ
８日（月）14:00～16:00

「副作用が怖いんです」をテーマ
にすぐ対処が必要なもの・のんび
りつきあってゆくものについて学
びましょう。

担当：橋本秀子（薬剤師）

毎週月曜日は
薬剤師がいます！

フィッティングタイム
９日（火）①14:00 ②15:00

前日まで完全予約制の試着タイム
購入目的じゃなくてOKです♪
新作、季節ごとにお試しください。
*ブレストケア用品
*リンパ浮腫ケア用品
*ウィッグ etc.
担当：竹内京子

（ブレスト・ウィッグフィッター）

ファッション外来
９日（火）14:00～16:00

洋服のリメイク相談を承ります♪
*体形・外見変化後の洋服リメイク
*乳房補正具パッドカバーetc.

当日持ち込みでできること（500円）
*ウエストゴムの入れ替え
*ミシンでの裾上げ

担当：橋本久恵
（モードアオキ服飾研究所：洋裁師）

色＆色カフェ
11日（木）14:00～16:00

ボランティアさんオリジナル下絵
に色を塗ります。
テーマは『5月のバラ』
集中するとスッキリしますよ♪

◇材料費100円
講師：横山妙子（絵画ボランティア）

リハビリでフィットネス
12日・26日（金）14:00～16:00

難しい動きは無し。
日頃良くする動きを意識的に。
自信がない方は見学からでもOKで
す。

担当：岡田智成（理学療法士）

ヨーガ教室
18日（木）

14:00～16:00

難しいポーズ無し。ほぼ椅子に
座ってできるヨーガです。
リラックスしたい時、睡眠を整え
たい時のセルフケアにも。
*今回は晴れたら外で行います。

担当：河﨑幾恵（ヨーガ療法士）

おんころカフェ
13日（土）10:30～12:00

今月のテーマ「歩く・歩み」につ
いて、思いつくまま話します。
テーマにちなんだ本の紹介もあり
ます。

担当：菊地建至（てつがくしゃ）
原有樹（図書館司書）

小児がん経験者と家族の会

くるみカフェ
20日（土）14:00～16:00

経験者・きょうだい・パパママが
集います。
子どもたちは学生サークル小梅と
楽しく過ごします。
入院中・自宅療養中の方もオンラ
インでどうぞ！

Dr．龍澤喫茶

男学（おとこがく）
16日（火）14:00～16:00

龍澤マスターの淹れるおいしい
コーヒーを飲みながら男性同士で
あれこれ話しましょう！
*参加していいのかな？という方は

気軽にお問い合わせください。

担当：龍澤泰彦（医師・所長）

手芸部
17日（水）10:00～12:00

水引のヘアクリップを作ります。
鞄のアクセントにも使えますよ。

◇材料費800円
講師：ealuzakka 木村春名

虹をみた会
17日（水）14:00～16:00

近況報告したり、こんな時どうし
てる？など和気あいあいとシェア
しあっています。

担当：久村和穂（ソーシャルワーカー）

がんと暮らしのカフェタイム
20日（土）10:00～12:00

「治療費の負担が心配です」を
テーマに高額療養費制度の話題提
供から話しましょう
*個別相談のある方は事前にご連絡を！

担当：
久村和穂（ソーシャルワーカー）
名越睦子（社会保険労務士）
山窪純（ファイナンシャルプランナー）

ハローワーク金沢出張個別相談

がんと仕事の相談タイム
19日（金）

①14:00 ②14:30 ③15:00 ④15:30

希望（職種、働き方、条件など）

状況（病状、通院、治療状況など）

から求人情報をご紹介します。
*失業保険を受給中の方は受給資格者証
をお持ちください。
*求人票のリクエストだけでもOKです

担当：藤本（就労ナビゲーター）

Beauty部
22日（月）14:00～16:00

外見の悩みがある方・気分転換を
したい方・もちろん男性も！
ネイル：変色・割れる・薄いetc.

メイク：顔色・脱毛・肌荒れetc.

フット：足の爪・靴の履き方選び方etc.

ヘア：ウィッグ・再発毛etc.
担当：ネイリスト・メイク

フットケアナース・美容師

アロマの時間
25日（木）14:00～16:00

今月は「ヘッドマッサージケア&
フェムケアオイル」を作ります。
精油やハーブを使ったアロマクラ
フトを楽しみながら生活に活かす
知恵を見つけましょう

◇材料費2,000円

担当：小林美樹
（JAA認定インストラクター）

アロマでリラックス
23日（火）

①14:00 ②14:40 ③15:20

背中、足、手などご希望の部分に
30分のアロマトリートメントです。

◇実費2,000円

担当：小林美樹
（JAA認定インストラクター）

お昼のちょこっとフィットネス
月～金曜日12:45～13:00

日替わりで動画を観ながら動いて
います。
*申し込み不要
*椅子を準備してzoomにつなぐだけ
*ビデオオフOK
≪お昼のフィットネス専用≫

ID:865 7399 2092
パスワード：hanaume

ふらり訪問も
どうぞ

プログラムの予定のない
ところは、予約なしでふ
らりとどうぞ

がんサロン

石川県がん安心生活サポートハウス つどい場はなうめ
〒920-8557 石川県金沢市本多町3-1-10 県社会福祉会館3階
電話 076－234－2108
利用時間 月～土曜日 9:00～16:00＊第2・4金曜日のみ21:00まで

はなうめ公式LINEやってますはなうめ日記

ほぼ毎日います

毎月第1土曜日
10:00～12:00
+マークがある日

毎週月曜日
10:00～16:00

偶数月第4水曜日
実になる食事
+日程調整可

ほか
社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー
理学療法士
音楽療法士など
さまざまな専門職・ボランティアが
関わっています

第1・3金曜日
14:00～16:00
＋がんと暮らしなど

第1・3日火曜日
14:00～16:00
＋男学など

（土）14:00～16:005/13 カホンプロジェクト

音とリズムの向こう側の世界へ♪

■今回は段ボールで‘愛しのmyカホン’を作ります
■2回目6月10日（土）myカホンでリズムを楽しむ
■3回目9月9日（土）myカホンを鳴らして踊ろう

ミュージックタイムwithフラメンコダンサーひらめちゃん

全部参加も様子見参加もOK♪

インナー＆ファッションを楽しむ時間

第６回女性day

［予約が必要です］
午前または午後いずれかで
お電話または公式LINEからご連絡ください。

［協力］モードアオキ服飾研究所（洋裁師）

■試着＆新作紹介
乳がん術後のインナー・リンパ浮腫ケア（腕・足）用品

■洋服リフォーム相談
体形の変化、傷跡や浮腫などが目立たないようになど

［協力］越屋メディカルケア、島崎（株）、ワコールリマンマ

（土）10:00～15:005/27

［駐車場について］
会館の無料駐車場が満車の場合は近隣の
有料駐車場をご利用ください。
はなうめのホームページ駐車場情報をご参考に
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