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9月は、「敬老の日」「お彼岸」など、家族との絆を感じる行事がありますね。子どもの行事
では、運動会・体育祭も行われるところも多いですね。また、9月15日頃の「十五夜」は月を
愛でながら収穫に感謝する日です。この頃は、空が澄んで月が美しいため、「中秋の名月」と
もよばれています。家族と一緒に空を見上げて見ると、新たな気持ちになれるのでは・・・。
医療法人養和会

松本 みゆき看護師

第 1 6 回 あさがおを開催しました！

8月28日（土）、オレンジサロンかみごとうにて会場1名、Zoom3名で第16回あさが
おを開催しました！当日は、日常生活で洗濯後の衣類の固さについて、治療後の
復職についてなど、多方面にわたる話があり、意見を共有し合いました。
感 想

「直接皆さまとお話出来てたくさんのパワーを頂きました。本当にありがとうございま
した。また、次回お会い出来るのを楽しみに、また引き続き治療に取り組みます」

日時
場所

あさがお通信、お送りします！

第17回 あさがお
9 月 2 8 日 ( 火 ) 20時 ～ 2 1 時
オレンジサロンかみごとう

医療法人養和会（米子市上後藤3-4-54）

Zoomも併用します。
10月は、10月 2 3 日(土) 13時～15時
－毎月開催－奇数月：第4火曜 偶数月：第4土曜

ご希望の方に、毎月発行し
ているあさがお通信を郵送

奇数月は“ゆうがお”として夜に開催します！
20時～21時（19時～Zoomを開放・自由に出入り可）
参加希望の方はお気軽にお問い合わせ下さい！

いたします。ぜひご連絡く
ださい！

あさがおの開催などの情報を
Facebookに掲載しています。ぜひご覧下さい！

開催時、鳥取県内の新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、
オレンジサロンかみごとうでの開催は中止とし、
Zoom開催のみとなる場合もございます。

Facebook「いいね」お願いします！

今月のテーマ「懐かしい物」

次回の写真テーマ：『元気が出る曲』！皆さんが聞くと元気が出る曲の写真
（持っているCDの写真やスマホのスクリーンショットなど）を送ってください！

あさがお参加者、グループ LINE
メンバー
からいただいた写真作品

参加者のコーナー
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も小さいもな い。いろ んな生 き方、

増やした い。不 安や悩 みに大 きい

地域を 問わず 相談で きる場 所を

ニックネーム：ひまわり

「肺癌・ステージ４」が分かった時、私は３０代前半。結婚3か月で子供を持ちたいと思って行った産
婦人科での検査での事でした。仕事もステップアップして頑張ろうと充実していた時期。自覚症状はな
く、衝撃とともに「そんなに長く生きられないのかな…」と死が頭をよぎりました。
同世代は出産・子育ての時期なのに、自分は生きることで精一杯。なんでこの歳でこのタイミングな
の…と周りを羨ましく思ってしまい、生きたいのに生きる力が湧かない毎日でした。
そんな中で、犬を迎え入れてみないかと夫からの提案。
犬の寿命より先に逝くかもしれないし、私も犬も旅立った時の夫の気持ち
を考えると躊躇しました。それでも夫の「今ある時間を楽しく生きよう」と
いう言葉に背中を押され、生後三か月の子犬をハルちゃんと名付け迎え入れ
ました。いたずらしたり、甘えたり、トイレを覚えたり、少しずつ成長して
く姿は人間の子どもと一緒。今では私たちの子どもと思って暮らしています。
守りたい存在に生きがいを感じ、次第に気持ちも明るくなってきました。
治療の効果で病気は寛解となり、現在は分子標的薬を内服しています。
副作用はあるけど病状は安定し、仕事復帰できるまでに改善しました。よそ
はよそ、うちはうち。周りと比べず、自分なりの生き方で幸せを感じて生き
ていこうと思います。
こうしてパソコンに向かいながらも、横にいるハルちゃんからは遊んでア
ピールが。お散歩に行こうかな？ ボール投げして遊ぼうか？ 今はこんな
毎日が幸せです。

キャンサーペアレンツからはじまる「つながり」
一般社団法人キャンサーペアレンツ

周囲に相 談でき る同世 代のが ん患

生きる」 につな がって くると 思い

高橋智子

者さんは いない 中、「 孤独を 感じ

通信の感想・ご意見など、なんでもお気軽にお寄せ下さい。
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理事

ながら闘 病して いるの は自分 だけ

ペアレン ツとい う居場 所もあ ると

ます。気 持ちを 伝える ことの でき

いうこと をより 多くの 方に知 って

る場所の １つと して、 キャン サー

２０２ ０年５ 月、西 口さん の旅

ではない はず」 と２０ １６年 ４月

立ち以降 も、彼 が生み 出した つな

いただけたら嬉しい限りです。

に立ち上げました。

がりは広 がり続 け、生 きる力 へと
つながっています。ひとりだと
「想い」 だけで 止まっ てしま うこ
とでも、誰かとつながることで
「想い」 が「声 」に変 わり、 さら
には実現へと 進むこと ができ ます。
『あさが お』を 立ち上 げられ た松
本みゆき さんと のご縁 も、キ ャン
サーペア レンツ とのつ ながり が生
み出してくれました。

『病気になったけど…』

