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後援助成：財団法人正力厚生会 

桜井なおみさん、岸田徹さん、いちのせかつみさんの講演の様子 

 

京都ワーキング☆サバイバー会報誌 
京都ワーキング☆サバイバー 

http://www.kyoto-working.com/ Vol. 

定例サロン 概要       （２０１７年４月から場所が変更します！） 

第３回 講演会 報告 

 

 

新聞 9 月 11日の記事 

平成 28 年 9 月 4 日（日） 

京都府立総合社会福祉会館ハートピア京都にて

講演会を開催致しました。 

 

第１部はキャンサーソリューション㈱桜井なお

みさんから「社会とかかわりをもつことの大切

さ」 

第 2部はがんノートプロデューサーの岸田徹さ

んから「患者が直面している就労のホンネ」 

第 3 部は、いちのせかつみさんから「笑いはが

んの特効薬」をテーマで開催。 

第４部のパネルディスカッションは会場参加型

で開催し、会場の方にハイ・イイエの札を上げ

ていただき、講師の方々と意見交換していただ

きました。 

 

基調講演の桜井なおみさんはがん経験者として

約 10 年前から患者の就労支援事業や啓発活動

を行っておられ、就労支援の目的は『仕事に就

く事』では無く『これまでの人生の棚卸しの手

伝い』をする事だとお話されました。 

患者本人の価値観や働くモチベーション、自分

の治療の理解度を確認して整理することが必要

という事や、企業、病院、地域、行政ができる

事、取り組む提案などの社会モデルについてな

ど、大変興味深い内容が盛りだくさんでした。 

患者本人にしかできない事、支援者としてでき

る事、社会に啓発していく事など、参加者・支

援者ともに有益なお話を聞く事ができました。 

 

開催日：毎月第 2水曜日 18：30～20：30 

対象 ：がん患者・家族・がん情報が必要な方 

☆個別相談：男性・女性・家族可（要予約） 

☆女性のための茶話会（予約不要） 

個別相談は無料 ・ お茶代：300 円 

 

サロンでは就労の問題（継続中・休職中・転職

後・求職中など）やお金の問題、家族の問題、

整容性、医療者や周囲とのコミュニケーション

など、悩みを話したり聞いたりする事で、必要

な情報や気持ちの整理を助けます。 

また勉強会やイベントも定期開催しています。 

【４月からの開催場所】 

因幡堂（平等寺） 本堂裏の『 烏丸ブライトホール 』 

住所：京都市下京区因幡堂町 728 （四条烏丸を南へ 5 分 ） 

 

 

 

 

※葬祭などで使用時は本堂にて開催します  
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スタッフ 

 

杉本 匡史 

特定社会保険労務士 

ファイナンシャル・プランナー(CFP) 

患者の家族 

 

 

米村 好美 

栄養士 

乳がん経験者 

カウンセラーになって痛感しているのは、悩みやつらさを１人で抱え

込まず、聴いてくれる人に話す大切さです。同時に、自分の悩みやつ

らさをだれかに話すことは、多くの人にとってハードルの高いことな

のだということを痛感しています。 

今後も、定例サロンをもっと知ってもらい、活用してもらえるよう工

夫を重ねるとともに、胸のうちを話せる安全な場としての質を高め、

来てくださった方が望む支援を提供できるよう研鑽してまいります。 

 

 

前田 留里 

代表者 

乳がん経験者 

東京から講師を招いた講演会やサロンでのイベント、癌治療学会での

発表などさまざまなチャレンジを行った半年。新たな出会いや学びが

できた反面、広報不足や認知度の低さも実感しました。 

私自身はこの４月から仕事と大学を両立して基礎から心理学を学び、

よりレベルの高い支援や情報提供ができるよう頑張ります。 

まだまだ支援が必要な方は多いと思いますので、情報やサロンで力に

なれるよう、今後も工夫と努力を重ねていきます。 

橘 知世 

キャリアコンサルタント 

産業カウンセラー 

乳がん経験者 

３月に無事卒業し、４月から新人栄養士です(*^^*) 

これから、いろいろな実践を経験して、皆様の食事のアドバイスが出

来ればと思っております。 

会としては、広報不足かなと反省し、もっと会の広報に力をいれて、

「こんな場があるんだ」と知ってもらえるようにしていきたいと思っ

ています。 

 

林田 信子 

キャリアコンサルタント 

乳がん経験者 

京都ワーキング☆サバイバーも 4 月になり、新しい会場で新たな１

歩を踏み出しました。みなさんが気軽に立ち寄れて、ほっと安心で

きる場になりますよう、工夫を重ねていきたいと思います。 

プライベートでは、職場に社会人 1 年生がやってきました！おそら

く彼にとっては想定外の仕事でしょうが、素直に先輩の言葉に耳を

傾け、わからない事は 1 人で抱え込まず質問し、真摯に取り組む姿

に毎日刺激をもらっています。彼を見て、改めて思いました。私も

初心を忘れず、キャリアカウンセラーとして皆さんのお力になれま

すよう、ますます精進しよう！また、サロンでお目にかかれる日を

楽しみにしています。 

アドバイザー 

 

弓削 晴美  

特定社会保険労務士 

産業カウンセラー 

キャリアコンサルタント 

武田 絵里子  

緩和ケア認定看護師 

がん経験者 

 

社会保険労務士として、産業カウンセラーやキャリアコンサルタン

トの資格も活かしながら、"がんになってもいきいきと輝くために"

をモットーに時間を共有できればと思います。一人で悩まず一度ぜ

ひお越しください。どんなことでも大丈夫です。みんなの笑顔がお

迎えします。 

尾崎 智代 

栄養士 

乳がん経験者 

４月より新しくスタッフに加わりました尾崎です。 

京都ワーキング☆サバイバーのサロンにいらっしゃる方の悩みや不

安が、少しでも笑顔に変換できるように、いつでも私は満面の笑顔で

お迎えしたいなと思っています。どうぞよろしくお願いします。 



 

京都ワーキング☆サバイバー 会報誌 

府民公開講座で講演 

平成 29 年 2 月 5 日 

京都府放射線学会学術大会主催の府民公開講座

で、「がんになったら仕事は・・」というテーマ

で、前田、杉本社労士、飯島看護師からそれぞ

れの『がんと就労』のお話をしました。参加者

アンケートも好評価で、大変有益なお話だった

と主催者からもお言葉をいただきました。 

2017年 4 月発行 

活動報告 

第 54回癌治療学会 PALプログラム

にて、ポスター発表を行いました 

平成 28 年 10 月 21 日～22 日にパシフィコ横

浜で開催された学術大会に、アドボケイトプロ

グラムに参加し、活動の発表を行いました。 

2016年 10 月 19 日 

第 13 回 

4 名の参加者と、乳がん看護認定看護師の飯嶋さんが参加してくれました。乳がん術後から

あまり時間の経っていない方の悩みについては、医学的知識を用いたアドバイスがとても有

効でした。病院では忙しい医療者には聞きにくい事も多く、ゆっくり聞ける場は必要です。 

 

 

定例サロンの報告 

2016年 11 月 9日 

第 14 回 

杉本社労士によるセミナーの開催と前田から癌治療学会の報告を行いました。最新医療、シ

ンポジウム内容、他の患者団体の活動などの報告後、社労士セミナーでは、医療費や支援制

度、障害年金、今後の制度改正など。質問はたくさん出て、有意義なセミナーでした。 

 

 

 

2016年 12 月 14 日 

第 15 回 

年末という事で小人数での開催。普段は傾聴に徹しているスタッフも、自分の体験を語る時

間ができたので、スタッフとしてではなくイチ患者としての悩みや不安、経験談を聞く事が

でき、和気あいあいとした内容になりました。 

2017年 1 月 11日 

第 16 回 

 スタッフの弓削社労士がキャリアコンサルタントの試験に合格したとの朗報で、仕事のサ

ポートがより手厚くなる事の報告。2 月のイベント「人生すごろく」について目的や内容を

理論で理解し、まずは簡単に全員で実践。記憶（？）のストレッチが出来ました。 

 

 

 

2017年 2 月 8日 

第 17 回 

キャリアコンサルタントによるイベント「人生すごろく」を開催。すごろくの指示に沿って、

昔の思い出や感情を掘り起し言葉に出すことで、今の自分を形作る基礎や価値観を分析して

いくというもの。忘れていた自分と出会え、内面を見つめる時間の大切さを実感しました。 

 

会員募集中！ 

がんになっても仕事やお金で困窮せずに

治療生活が送れ、ふたたび社会で活躍でき

るよう具体的な相談業務・啓発活動です。 

ご支援宜しくお願いします。 

 

・正会員：5,000 円／年 

・賛助会員：3,000 円／年  

・法人会費：１口 10,000 円／年 

編集後記 

立ち上げ時から利用させていだだいた会場を 3

月で終了する事になり、さみしさと共にいろん

な思い出が甦りました。ファイテンさんから会

場提供があったからこそ会が発足でき、次につ

ながる活動が出来たので、感謝で一杯です。 

4 月からの因幡堂(平等寺)さんは和室で開催で

すので、雰囲気も一新されます。新しいサロン

でどんな出会いがあるのか楽しみです（前田） 
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2017年 3 月 8日 

第 18 回 

ファイテン会議室での最後のサロン。患者さんのほかに管理栄養士の先生が参加してくださ

いました。治療中の食事の悩みなどには的確なご意見をいただき、忙しい時の食事の準備や

内容など、みんなも使える『なるほど！』と思うアドバイスもいただけました。 

 

 

 

 


