
都立駒込病院《 患者会等主催イベント 》令和 2 年 4 月～9 月開催日時一覧 

※ イベント主催団体のご紹介は、裏面に記載しております。 

※ イベントは患者団体などのボランティアによって運営されており、原則として申込不要、参加費無料です。 

※ イベントの詳しい内容や、先々の開催予定などについては、それぞれの主催団体へ直接お問い合わせください。 

令和 2 年 4 月 1 日現在【患者サポートセンター 03-6311-6891 (直通) 】  

月  日 時   間 イ ベ ン ト 場  所 

令 

和 

２ 

年 

4/1 （水） こちらのイベント

は、今般の新型コロナ

ウイルス肺炎の影響に

より、中止とさせて

いただきます。 

みなさまの身の安全

のため、何卒ご理解く

ださい。 

なお、状況により、

6 月以降のイベントが

中止となる場合もあり

ますので、あらかじめ

ご了承ください。 

ユニヴェルセル 

F『ビューティープロジェクト』 中止 

4/9 （木） 

がんカフェぷらな 

E『ぷらなカード会』 中止 

4/10 （金） 

NPO 法人がん患者団体支援機構 

A『おしゃべりサロン』 中止 

4/21 （火） 

駒込病院血液内科患者と家族の会 つつじの会 

C『おしゃべり会 スマイル』 中止 

5/8 （金） 

NPO 法人がん患者団体支援機構 

A『おしゃべりサロン』 中止 

5/8 （金） 

NPO 法人血液患者コミュニティももの木 

B『ももの木 駒込おしゃべり会』 中止 

5/11 （月） 

乳腺患者の会 こまねっと 

D『乳腺患者おしゃべり会』 中止 

6/3 （水） 13 時30 分～15 時30 分 
ユニヴェルセル 

F『ビューティープロジェクト』 3F 患者サロン 

6/11 （木） 11 時30 分～16 時30 分 
がんカフェぷらな 

E『ぷらなカード会』 3F 患者サロン 

6/12 （金） 13 時00 分～15 時00 分 
NPO 法人がん患者団体支援機構 

A『おしゃべりサロン』 3F 患者サロン 

6/23 （火） 13 時00 分～15 時00 分 
駒込病院血液内科患者と家族の会 つつじの会 

C『おしゃべり会 スマイル』 3F 患者サロン 

7/10 （金） 13 時00 分～15 時00 分 
NPO 法人がん患者団体支援機構 

A『おしゃべりサロン』 3F 患者サロン 

7/10 （金） 14 時00 分～17 時00 分 
NPO 法人血液患者コミュニティももの木 

B『ももの木 駒込おしゃべり会』 10F 210 病棟デイルーム 

7/13 （月） 14 時00 分～16 時00 分 
乳腺患者の会 こまねっと 

D『乳腺患者おしゃべり会』 3F 患者サロン 

8/5 （水） 13 時30 分～15 時30 分 
ユニヴェルセル 

F『ビューティープロジェクト』 3F 患者サロン 

8/13 （木） 11 時30 分～16 時30 分 
がんカフェぷらな 

E『ぷらなカード会』 3F 患者サロン 

8/14 （金） 13 時00 分～15 時00 分 
NPO 法人がん患者団体支援機構 

A『おしゃべりサロン』 3F 患者サロン 

9/11 （金） 13 時00 分～15 時00 分 
NPO 法人がん患者団体支援機構 

A『おしゃべりサロン』 3F 患者サロン 

9/11 （金） 14 時00 分～17 時00 分 
NPO 法人血液患者コミュニティももの木 

B『ももの木 駒込おしゃべり会』 10F 210 病棟デイルーム 

9/14 （月） 14 時00 分～16 時00 分 
乳腺患者の会 こまねっと 

D『乳腺患者おしゃべり会』 3F 患者サロン 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＋NPO 法人がん患者団体支援機構＋ 

A『おしゃべりサロン』 

サロンは、「誰にも話したことのない想い」を話し、聴

くことで、気持ちを分かち合うところです。 

自分の考えをまとめたり、共に考えたりすることで、

何か気づくことがあるかもしれません。 

あなたもサロンに参加して、こころを軽くしてみませ

んか。どなたでもお気軽にご参加ください。 

開催場所：3F 患者サロン 

問合せ先：info@canps.jp 

http://canps.jp/ 

＋NPO 法人血液患者コミュニティももの木＋ 

B『ももの木 駒込おしゃべり会』 

ももの木は、血液疾患の患者や家族が中心となり、活

動している会です。 

駒込おしゃべり会では、入院中また退院して社会生活

を始められている患者や家族の皆様と、情報交換や不安

や悩みなど、気楽におしゃべりをしながら元気な笑顔へ

繋げていきたいと活動しています。 

開催場所：10F 210 病棟デイルーム 

問合せ先：http://www.momonoki.org/ 

＋駒込病院血液内科患者と家族の会 つつじの会＋ 

C『おしゃべり会 スマイル』 

心配事を話したり、体験談を聞いたり、時には医療関

係者を招いて、ミニ勉強会をしています。 

どなたでもお時間がありましたら、ぜひ足をお運びく

ださいませ。みんながスマイルになりますように。 

 

 

開催場所：3F 患者サロン 

問合せ先：https://www.tutuji-smile.com 

 

＋乳腺患者の会 こまねっと＋ 

D『乳腺患者 おしゃべり会』 

こまねっとは、乳腺外科で治療をしている乳がん患者

たちの集まりです。 

おしゃべり会は、不安な気持ちや悩みを打ち明けあっ

たり、体験者先輩の話を聞いたりできる交流の場です。

サロンは貸し切りです。気兼ねなくおしゃべりや情報交

換いたしましょう。 

開催場所：3F 患者サロン 

問合せ先：komanet_info@yahoo.co.jp 

http://koma-net.cocolog-nifty.com/ 

＋がんカフェぷらな＋ 

E『ぷらなカード会』 

ぷらなカード会では、季節ごとの手作りの切り絵やつ

まみ細工、スタンプやシールを使い、簡単にできるサン

クスカードやグリーティングカードを作ります。 

ご自分用やどなたかに送るために・・・スタッフがお

手伝いしますので、皆さまお気軽にご参加ください。 

開催場所：3F 患者サロン 

問合せ先：info@gancafe.jp 

http://gancafe.jp/ 

＋ユニヴェルセル＋ 

F『ビューティープロジェクト』 

ビューティープロジェクトでは、患者様と患者様を支

えるご家族に向けて、お肌のお手入れやメイクアップの

お悩みを、ご自分がお使いの化粧品をお持ちいただき、

お受けしています。 

用品がなくても大丈夫です。どうぞお気軽にご参加く

ださい。 

開催場所：3F 患者サロン 

問合せ先：place.universelle@gmail.com 

○イベント開催予定については、表面に記載しております。 

○《 患者サロン 》は、3F「食堂」や「中央エレベータ」の近く

です。食堂や売店に最寄りとなる「外来エレベータ 2」は、B1F

～3F までの往復となっているため、この間の移動には大変便利

です。ご利用ください。 

○《 210 病棟デイルーム 》は、「中央エレベータ」を 10F で降

り、210 病棟へ向かってすぐです。 

【患者サポートセンター 03-6311-6891 (直通) 】 
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