全国の小児がん経験者の会一覧
治療を終えた小児がん経験者が全国各地で小児がん経験者同士の交流の
場を設けています。当会では小児がん経験者の会の立ち上げや運営も支援し
ています。小児がん経験者の会を立ち上げたい、運営に悩みがあるなどの場合
はがんの子どもを守る会のソーシャルワーカーにご連絡ください。
2014 年 11 月 19 日現在
名称

まりも

活動地域
会の紹介

連絡先

北海道
活動場所
札幌市内
現在、10 名弱のメンバーが登録し、不定期に札幌市内のカフェで集まって交流しています。メンバーの
年齢層は 10 代～30 代です。小児・青年期に闘病経験のある方で、まりもの活動趣旨を理解し、共
感してくれる方の参加を広くお待ちしています。
がんの子どもを守る会ソーシャルワーカ―（TEL03-5825-6312/E-mail:nozomi@ccaj-found.or.jp）

名称

ささかま

活動地域
会の紹介

連絡先

宮城県
活動場所
仙台市内
2013 年に仙台で発足し、現在は 10 代～30 代のメンバー8 人ほどで活動しています。年に 4 回程
度集まる機会を設け、お茶やお菓子を食べながら、病気のことを話したり、病気とは関係なくても近況
報告をしたり、メンバーの誕生日のお祝いをしたりと、年齢・性別問わず楽しく気楽に交流しています。
秋には、がんの子どもを守る会宮城支部と合同で芋煮会を開催し、小児がん経験者、親、きょうだ
い、その他家族など関係者が集まり、皆で芋煮を楽しみながら交流する機会も持っています。まだ始
まったばかりの会なので、今後メンバーの希望も取り入れながら、活動の仕方を考えていきたいと思って
いるところです。
自分の病気を知っている方、そしてささかまの活動を理解して、自ら参加したいと思って下さる方ならど
なたでも参加できます。宮城県内はもちろん、県外からのご参加も大歓迎です。お気軽にお問合せ・
ご参加ください。
cc_sasakama@yahoo.co.jp

名称

Ferrow Tomorrow（F・T）

活動地域
会の紹介

連絡先

全国
活動場所
東京都内
現在、10 代～30 代のメンバーが 20 名ほど登録しています。集まりとしては、毎年 6 月に総会、
2,9,12 月に定例会、1 月～3 月の期間に他の地域の経験者グループとの交流会を行っています。参
加条件としては、自分の病状や病名を知っていること、FT の活動の趣旨を理解していること、FT に参
加したいという意志をもっていることです。「マイペースだけど着実に一歩ずつ進めて活動する」というカメ
のロゴマークで楽しく活動しています。気軽に参加してください。
がんの子どもを守る会ソーシャルワーカ―（TEL03-5825-6312/E-mail:nozomi@ccaj-found.or.jp）

名称

オークの木

活動地域
会の紹介

新潟県
活動場所
新潟県立がんセンター新潟病院
入院している子ども達のために、年 2 回病院内で夏祭りとクリスマス会を開催しています。また、年数
回、定期的に定例会を開き、イベントなどの話し合いもしています。その他にもボランティア（小児がん
のイベントなど）を頼まれるとお手伝いに行く事もあります。参加資格：告知を受けている方、小児がん
経験者本人
oaks_tree123@yahoo.co.jp

連絡先
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名称

WISH

活動地域
会の紹介

愛知県
活動場所
名古屋市
20 代、30 代のメンバーが 10 名ほど登録し、定例会（年 2 回）や親睦会（年 1 回）などで交流を深め
ています。また、年に一度、他地域の経験者の会との合同定例会を開催し、地域の垣根を越えた経
験者同士の交流も深めています。
WISH への参加の条件は、自分の病名・病状を知っていること、WISH の活動趣旨を理解しているこ
と、WISH に参加したいという意志を持っていること等です。いつも気軽に集まって楽しくお話をしていま
す。ご興味のある方は是非ご連絡ください
wish200x@gmail.com
がんの子どもを守る会ソーシャルワーカ―（TEL：03-5825-6312）

連絡先

名称

つながりの会

活動地域
会の紹介

連絡先

近畿圏など
活動場所
近畿圏内が多いです
2014 年の 8 月に１度、経験者の方と集まり、いろんな体験談や雑談をした、立ち上げたばかりの会で
す。これからは参加してくださる方の希望を聞きながら、いろんなイベントをしていこうと思っています。
ぜひ参加したい！少し興味があるという方でも大歓迎です！
小児がん経験者の方はいつでも結構なのでご連絡おまちしています。
森下 裕二 tunagarimail@yahoo.co.jp

名称

MAKTY

活動地域
会の紹介

広島県・山口県
活動場所
広島市内
20,30 代のメンバーが中心となり、現在 10 名ほどで活動し、お話会や季節のイベントなど広島市内で
年に 3 回行っています。参加条件は小児がん、小児血液疾患などの小児難病を経験し告知（病気
の説明）を受けていること、MAKTY の活動に興味を持ち参加したいという気持ちを持っていることで
す。MAKTY は『同じ病気を経験した仲間の力になりたい』と思っています。
がんの子どもを守る会 広島支部（広島大学病院小児科学教室内：082-257-5212）
MAKTY 連絡係 綱本 makty_hiroshima@yahoo.co.jp

連絡先

名称

Purity

活動地域
会の紹介

連絡先

愛媛県
活動場所
愛媛県立中央病院構内のファミリーハウス
Purity とはハワイの言葉で、海の水平線と空の色がほぼ同じになり境界線がほとんどわからない様子
を意味しています。がん経験者と健常者の境界がなくなる願いをこめて、このグループ名は名づけられ
ています。治った多くのがん経験者が本当の意味で病気を克服しようと懸命に頑張っていますが、一
人では解決できないこともあります。そのためにがん経験者が集まって、お互いの経験や悩みを分かち
合い、それぞれの問題を解決するため結成しました。自分の病名を知っていて理解している方であれ
ば参加 OK です。現在は、20 代～30 代のメンバーが 10 名ほど登録して交流しています。
cat_teacher@i.softbank.jp

名称

四つ葉のクローバー

活動地域
会の紹介

香川県
活動場所
香川県内
香川小児病院（現：四国こどもとおとなの医療センター）で治療を受けた 5 名程度のメンバーが年に 1
回程度集まっています。小児がんを経験されていること、自分の病状、病名を理解していること、自分
の意志で参加したいと思っている事が参加条件となります。
四国こどもとおとなの医療センター 小児科 岩井艶子先生
iwai-t@shikoku-med.jp / TEL：0877-62-1000

連絡先
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名称

Smile Days

活動地域
会の紹介

連絡先

久留米大学病院近郊
活動場所
久留米大学病院
1998 年（平成 10 年）7 月に九州で初めて結成された小児がん経験者の会です。 主に、久留米大
学病院の小児科で治療をされた 10 代～30 代（年齢の上限なし）のメンバーたちで構成されていて、
現在の参加メンバーは約 50 名です。 団体名称の由来は 「小児がん経験者が病を乗り越えて笑顔
（Smile）の日々（Days）であるように」。 春にお花見、初夏に総会、12 月上旬にクリスマス会など年
数回のイベントや、経験者同士の話し合う場として定例会や、非公式に集まって心置きなく楽しむお
茶会や食事会など、さまざまな形で仲間たちが集えるよう運営に工夫をしています。また、小児がんに
関わる講演、交流、支援、広報といった活動も積極的に行っています。
【Smile Days への参加条件】中学生以上であること・自分の病名や体の状況を理解していること・活
動の趣旨を理解し、参加したいという意志をご自身が持っていること
※現在は、久留米大学病院での治療経験者のみ参加を受け付けています。
smiledays2525renraku@yahoo.co.jp ※メールの受け取りはリーダーが行っています。

名称

NPO 法人にこスマ九州

活動地域
会の紹介

連絡先

福岡を中心に九州・山口
活動場所
福岡県
「広げよう笑顔の輪」をキャッチフレーズに、小児がん経験者と医師、看護師、臨床心理士等の医療
スタッフがともに運営を行っています。
3 月と 8 月に小児がん経験者の交流キャンプ「にこスマキャンプ」を行うほか、17 歳以上の小児・若年
性がん経験者のお話会「にこトーク」、家族と一緒に参加できる「家族の集い」などのイベントを行って
います。参加するみなさんが楽しく笑顔になるようなイベントを目指して活動しています。ホームページ
(http://nicosuma.net)や Facebook に情報を掲載していますのでぜひご覧ください。
代表 info@nicosuma.net

名称

九州沖縄広域小児がんネットワーク QOL+（クールプラス）

活動地域
会の紹介

連絡先

九州・沖縄・山口
活動場所
北部九州中心
クールプラス（QOL＋）は、九州・沖縄の小児がん経験者・支援者たちのネットワークを構築することを
目的とした団体です。九州・沖縄の各地にいる小児がん経験者たちが、治療が終わり、孤独感、就
職、恋愛、結婚などのライフイベントで直面した問題などをいかにして乗り越えるかということを先輩小
児がん経験者の体験や、支援者の方々のノウハウを通して今を生きている小児がん経験者やそのご
家族に伝え、サポートを出来るようにしたいと思い発足にいたりました。
〈参加条件〉【小児がん経験者】小児がん(血液がん・固形腫瘍)、またはそれに準ずる病気を経験
し、自分の病名・病状を理解している方(年齢不問・但し未成年の方はご家族の承諾が必要)※いま
悩んでいる方、すでに悩みを乗り越えた方、後輩に自分の経験を役立てたいと思う方など
※詳しくはお問い合せくださいませ。
代表 林 志郎 kyusyu.okinawa.qolplus@gmail.com

名称

Ti-da わらばーむ

活動地域
会の紹介

沖縄県
活動場所
主に沖縄県中南部
沖縄県地域統括相談支援センター主催により 15 名程のメンバーで活動しています。 第１回の交流
会は平成２５年５月１２日に行われ、それ以後は隔月で交流会やイベントを行っております。
「Ti-da わらばーむ」の会の名称は「てぃーだ」「わらばー」「笑」「バウムクーヘン」という単語から成り立って
いて「バウムクーヘン」は参加者の１人がバウムクーヘン屋さんの店長さんをしており、この単語に「子ど
もの将来の夢」と「バウム」の持つ意味「年輪→みんなの輪」という意味もこめて名称に使いました。
がんの子どもを守る会ソーシャルワーカ―（TEL03-5825-6312/E-mail:nozomi@ccaj-found.or.jp）
（連絡先未定のため）

連絡先
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