
『メイクの魔法』　Part11

　平成28年は、早いものでオレンジティが生まれてから15年目の年です。

治療後変わってしまった自分の体と上手につきあえずに悶々とした日々

を暮らしその中で同じ体験をしている人たちと出会いたいという一心から始まったあの日のこと

が懐かしく思えます。あの時の思いは、今もずっとオレンジティの中に生き続け、これからも

守り続けていくことが私の使命だと思っています。

みなさんからの応援、参加、力添えがオレンジティを支えていきます。

これからもどうぞよろしくお願いします。

理事長　河村裕美（社会保険福祉士・精神保健福祉士）

第53回定例会は、平成27年12月12日(土)静岡市のあざれあで勝俣範之先生による

「抗がん剤の誤解を解く」の講演を行いました。オレンジティのおしゃべりルー

ムの中でもマスコミでとりあげられる「がんもどき」「放置療法」については

しばしば会員を悩ませるトピックスになっています。

それに対し科学的に反論している勝俣先生の講演で、安易にマスコミに踊ら

されて受けるべき治療をしないでその結果命を脅かしてしまいかねないその

矛盾をわかりやすく学ぶことができました。また、「緩和ケア＝死の医療」

という誤解が多い中、緩和ケアは、早期から病状を理解し、共存を目指した

り適切な治療をするための重要な治療であることを話されていました。

余命宣告はあてにならないなど、ふだんなかなか医師には聞けない内容を詳

しくうかがうことができ、参加者の満足度も高い講演となりました。

第２部は、がん体験者と家族参加の恒例クリスマスティーパーティで

おいしいお菓子をいただきながら勝俣先生を囲んで親睦を深めました。

　　　　　　※講演の詳細は医療情報サイトQＬifeで紹介されています。

      参加者からのメッセージ

 ■３月２６日(土) 13:30～16：00 
   「静岡発。子宮頸がん啓発キャンペーン 
                          Gerlsセッション」 
   会場 ホテルセンチュリー静岡 
   出演 タレントさんはお楽しみに！ 
   参加料無料 200名 
   ※詳細は、静岡新聞の2月中旬の告知をご覧ください。 
    
 ■４月１６日(日) 14:00～  
   「いわき市医師会 市民公開講座子宮頸がんについて」 
    会場 福島県いわき市文化センター 入場無料 
    講師 本多つよし先生、河村裕美、内山由紀 
           

認定ＮＰＯ法人 オレンジティ 

オレンジティはあなたの描くライフデザインを応援します 
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 郵便振込 口座記号番号 

 ００８５０-７-１３２９３４ 

 NPO法人オレンジティ 

電話 受付時間 ９時～１９時       

  

 

      ０９０－３５８８－５８４１       

ＦＡＸ  ０５５７-８５-５５７１ 

E-mail ＰＣ  ot＠o-ｔｅａ.ｏｒｇ 

    携帯 orange-tea2002＠docomo.ne.jp 

郵便  〒413-8799 熱海郵便局私書箱34号 

        認定ＮＰＯ法人 オレンジティ 宛 

お問い合わせ・お申し込み先 

 ゆうちょ銀行 コード /９９００   店番/ ０８９ 

 店名 /〇八九店（ゼロハチキユウ） 

 預金種目  当座  ０１３２９３４ 

 受取人名  ＮＰＯ法人オレンジティ 

郵便局 
から 

銀行 
から 

090-7434-2002（代表） ※オレンジティは認定ＮＰＯ法人です 

  寄付金は寄付金控除の対象となりますので領収書を 

  発行させていただきます。節税にご利用ください。 

◎講演活動・啓発活動のご案内 

『オレンジティ』は女性特有のがんの体験者、家族、支援者等がお互いの悩みや体験 
  などをわかちあい、サポートしていくために設立したセルフヘルプグループです。 

オレンジティでは、スタッフと一緒に活動を支えていただける
『プチボラ』さんを募集しています。 
プチボラさんには主におしゃべりルームの準備や、イベントで
のがん検診啓発のお手伝いなど、どなたにもできる活動を
お願いしています。 
昨年は20名の方にご協力いただきました。 
少ないスタッフで活動をしていますので、皆さんのお力が必
要です。 プチボラさん登録をお待ちしています。 
（※一年毎の更新制です） 
 
 プチボラさんにはこんな事をしてもらっています 
  ①おしゃべりルームの準備、片付け 
  ②定例会の準備、片付け 
  ③啓発活動でのアンケート調査、資料配布 
  ④がんに関する研究への協力 
  ⑤マスコミからの取材依頼への協力 
  ⑥希望者は研修後スタッフ登録へ 
 
 

◎オレンジティで一緒に活動しませんか？ 
    28年度プチボラさん募集 

手元は、日常生活のいろいろな動作の中で、自分自身も

常に目にするからだの一部なので、手先がキレイになる

と気分も明るくなります。前回は爪のお手入れを紹介しま

したので、２回目の今回はネイルカラー実践編（基本編）を

ご紹介します。 

 ■基本的なネイルカラーの使い方 

ベースコート⇒ネイルカラー（色）⇒トップコ－トの順で使用。 

 

私は普段、コンシーラータイプのベースコートだけ 

を塗っています。黄ばみなどの自爪の悩みがカバー 

できて、艶っぽく健康的な桜色になります。 

病気など悩みを抱えて閉じこもっていた時、ネイリストの

友達がラメのネイルを塗ってくれました。 キラキラして

いる自分の爪を見て涙がこぼれるほど嬉しかった記憶が

あります。些細なことでも女性の気持ちってこんなに救

われるんだなぁ～と実感しました。皆さんも是非、爪のお

洒落に挑戦してみてくださいね♪ ｂｙ．内山  

 

  （情報提供協力：ポーラザビューティ三島店） 

爪の色も気分も明るく♪ 

 ネイルケア その② 

ご支援お待ちしています 

ご講演中の勝俣範之先生 

（東京医大武蔵小杉病院 

腫瘍内科教授） 

クリスマス 

ティーパーティ♪ 

差し入れも 

たくさんです 

 

特に 

西部はスタッフ

不足のため募

集しています。 

◎28年度年間スケジュールできました 

来年度のスケジュールができました。 
やむを得ず会場の都合により、会議室や日程が変更となる
場合もありますので、最新の会報やＨＰ、facebookなどでご
確認ください。 

溢れる情報に振り回されていろいろ考

えてしまいましたが今日お話を伺い

スッキリしました。ありがとうございます。 

現在治療中です。主治医から「勝俣先生のお

話を聞く事はいいと思う楽しんできてね」と

言われてきました。不安だらけですがとって

もためになる講演会でした。 

先生のお話をできれば抗がん剤治療を

受ける前に聞きたかったと思いました。 

昨年3月の講演会を聞かせていただき、今回

２回目です。（中略）尊敬できるお医者様との

出会いに、家族みんなで救われています。 

勝俣先生の 

著書なども 

展示しました 

 

 （※掲載のご了承を得た方のみ撮影しています） 

①まず初めに、爪の先端部分に塗ります。（少量） 

②真ん中のラインに塗ります。 

③左サイド ④右サイドと順番に塗ります。 

⑤最後にもう一度、真ん中を塗って完成。 

（ベースコ－ト、トップコ－ト同じ手順です） 

※ラメ入りのネイルカラーは塗りムラが分かりにくいうえに

爪の強化にもなりお勧めです。速乾性タイプを選ぶと早く乾

きます。 

  ベースコート…塗る前に爪を保護するためのもの。 

 トップコート…仕上げ材として美しい光沢を与え、 

       ネイルカラーの色持ちを良くするもの。 

■リム－バ－（除光液） 

 爪に負担が掛からないノンアセトン（またはアセトンフリ－） 

 のものを使用しましょう。 

第５３回定例会 

抗がん剤の誤解を解く 

ティーパーティ後の記念撮影 

オレンジティは皆さんからの御寄付で運営しています 

ご負担にならない程度でご協力をお願いします 



時間 参加費
（受付時間） お茶・資料代

第92回 2月6日 ヨガ教室

3月休み

第１土曜日 第93回 4月2日 　静岡県男女共同参画センター 　　受付

第94回 5月7日 　JR静岡駅北口より徒歩７分 （13:00～13:20）

第88回 2月11日 リンパ相談

3月休み

第３日曜日 4月休み 　JR浜松駅北口より徒歩８分 　　受付

第89回 5月15日 リンパ相談 　遠鉄遠州病院駅より徒歩２分 （13:00～13:20）

第142回 2月20日

第143回 3月19日

第３土曜日 第144回 4月16日 リンパ相談 　沼津コンベンションセンター 　　受付
第145回 5月21日 美容相談 　JR沼津駅北口より徒歩３分 （13:00～13:20）

第69回 2月28日 美容相談

第70回 3月27日 リンパ相談

第４日曜日 第71回 4月24日 　セントラルプラザ10階　 　　受付
第72回 5月22日 　地下鉄飯田橋駅B2ｂ出口直結 （13:00～13:20）

11月1日 健康まつり女性がん検診啓発活動（浜松市浜北区）

11月3日 オレンジティ通信　VOL50発送作業（御殿場市）

11月7日 日本政策学校 政策立案コンテスト参加（東京都）

11月8日 健康まつり女性がん検診啓発活動（伊東市・三島市）

11月14日 健康まつり女性がん検診啓発活動（静岡市城東）

11月21日 健康まつり女性がん検診啓発活動（静岡市清水）

11月21日 FFJCP分科会「組織運営を考える」参加（東京都）

11月24日 FFJCP分科会「ピアサポートを考える」参加

12月19日 静岡県ピアサポート研修会参加（静岡市）

12月19日～20日 がん患者学会2016参加（東京都）

1月16日 オレンジティスタッフ会議（東京都）

1月23日～24日 FFJCP2016参加（東京都）

開催場所

女
性
特
有
の
が
ん

婦
人
科
が
ん

とうきょう

中　　部

西　　部

東　　部

出　張

300円

あざれあ　３階生活関連実習室

プラサヴェルデ　４階会議室

500円

300円

浜松市市民協働センター 2階

会　場開催日

13:30～16:00

13:30～16:00

ティータイム
の相談会等

13:30～16:00

無　　料
平成27年度

500円

13:30～16:15東京ボランティアセンター

★28年度の出張おしゃべりルーム開催地を現在募集中です★
あなたの地域では婦人科がんの患者会がなくて困っていませんか？
1年間、設立のお手伝いをしますのでお気軽にお問い合わせください

11月から1月の活動報告 

■初めて参加される方はオレンジティ事務局にご連絡をお願いします。電話090-7434-2002 

ご支援ありがとうございます 

★平成27年11月～28年1月 
 

掛川市 ヤマザキさま 

第53回定例会参加の皆さま 

各おしゃべりルーム参加の皆さま 

その他匿名の皆さま 

2002年1月 
わかちあいのミーティングin静岡 
  そして『オレンジティ』発足へ 

４月の会場は２階です 

 静岡新聞社にご理解をいただき、企業も巻き込んでの大

きな子宮頸がん啓発キャンペーンへと展開していきました。

若い世代に知ってもらおうと同世代のタレントさんを呼んで

のイベントも企画し、新聞広告賞も受賞しました。現在は全

国の地方紙へとキャンペーンが広がっています。河村理事

長からのメッセージが来場者の心に響き、検診へ足を向け

るきっかけとなっています。 また、冊子「お母さんは乳がん」

で学生への健康教育を始めました。 

 

 

 

2010年～ 

５色のリボンキャンペーンに 

ご協力いただいた皆さま 

ティール＆ホワイト 

２月は美容相談 

ネイルケアのミニ講習です 

未来キレイプロジェクトで 
  10年先のあなたを応援 

東部 

会場変更 

4月16日(土)の東部おしゃべりルームの会場

はプラサヴェルデ２階の201会議室となりま

す。お間違えのないようお越しください。 

 ※事務室の近く、カフェの裏手になります。 

  5月は4階406会議室です。  

とうきょう 

美容相談 

2004年4月 

 設立から２年後NPO化とともに「おしゃべ

りルーム」が沼津市でスタートしました。が

ん体験者が安心しておしゃべりできる「わ

かちあいの場」づくりのため12年間大切に

育ててきました。毎月一回同じ場所、同じ

時間に開催することを誓って140回続いて

います。その後西部(浜松市)、中部(静岡

市)と開設し、婦人科がんだけでなく乳が

んやその他のがん種にもサポートを広げま

した。 

おしゃべりルームがスタート 
2004年９月 
        
静岡発。子宮頸がん啓発キャンペーン 

2015年４月 

地方新聞社との連携による啓発

2011年２月 

出張おしゃべりルーム 
 秋田からヒントを得て 

2009年4月 

東京でおしゃべりルーム 

 子宮頸がん啓発講演活動とコラボ 

して、秋田県で婦人科がんのおしゃ 

べりルームを同日開催しました。 

その後、時間を掛けて設立支援までする必要性を感じ「出張お

しゃべりルーム」事業を立ち上げ、今まで千葉、富山、神戸、群馬、

岐阜で、それぞれ一年間ゆっくりと患者会設立のお手伝いをさ

せていただきました。オレンジリーフさん、チューリップティさん、

パールポートさん、みゅらりっぷさん、スイートフィッシュさん…たく

さんの方との出会いとご支援があって成立した事業です。 

現在も患者会を継続してくれていること、一緒に歩んでいける事

が私たちにとって誇りとなっています。 

 がんを体験しても外見を美しく保ちたいと願う女性の気持ちが

あります。リンパ浮腫セラピストやポーラ三島店のご協力で後遺

症や副作用のケアにも取り組んできました。 女性ホルモンのバ

ランスも考えながら、今だけでなく10年先のキレイを目指して今

からできるケアに取り組んでいこうと考え、新たに 「未来キレイ 

 

お願い 
 

おしゃべりルームは 

「わかいあいの時間」と「交流の時間・ 

ティータイム」の２部制となっています 

わかちあいの時間では雰囲気を 

とても大切にしています。 

途中からの入室はできませんので 

「受付時間内」にお越しいただき 

ますようご協力ください。 

 

プロジェクト」をスタートしました。スタッ

フで美容勉強会も行っています。 

 

～オレンジティはあなたの描く 

     ライフデザインを応援します～ 

             

たった一人で呼びかけた河村理事長 

受付のようす 

婦人科限定 

 全国の婦人科がん体験者からの 

「参加したい」という要望にお応えし 

アクセスの良い東京に子宮・卵巣がん限定のおしゃべりルームを開設しま

した。当初はNPO法人キャンサーネットジャパンのご協力でお茶の水でス

タートし、現在は飯田橋で開催しています。婦人科に限定したことで、後遺

症のことや恋愛、パートナーとの問題、仕事のことなどデリケートな話題が、

より深く話し易くなりました。20代から30代のAYA世代の参加も多く、が

ん種別や年齢別でサポートする重要さを実感し、これからも大切にしてい

きたいと思います。 

 

 平成14年1月26日に河村理事長の呼びかけで、静岡県で初めてのミーティングが

開かれ、静岡市のグランシップには県内や他県から予想を上回る約50名の婦人科

がん体験者が集まりました。わかちあいのミーティングの大切さを、お姉さん患者会

「あいあい」主宰まつばらけいさんよりお話いただきました。オレンジティの基礎がここ

から始まっています。その場で「婦人科がんサポートグループのオレンジティ」を発足

しました。 静岡名産のみかんとお茶からこの名前が生まれました。 

最初に富山県で独立スタート 

ティール＆ホワイトリボン 

事

務

局

だ

よ

り 

オレンジティのあゆみ 
皆さまに支えられて15年目を迎えました 

おしゃべりルームで 
 あなたの体験を語りませんか 

   2月28日のとうきょうおしゃべりルームは、

ティータイムに美容相談を行います。個人的なお悩

みのご相談をはじめ、ネイルケアのミニ講習も予定

しています。乾燥で指先のダメージが気になる季節

ですね。爪のベースの作り方、爪に優しいマニキュ

アなどご紹介します。皆さまお楽しみに♪ 

  

がんを体験されたあなた、ひとりで悩んでいませんか？ 

おしゃべりルームは、体験者や家族の皆さんが出会い 

それぞれの体験をわかちあい、支えあう場です。 

皆さまのご参加をお待ちしています。 

日本初の子宮頸がんバッジ 

 米国への視察研修で知った子宮頸がんの啓発リボン

「ティール＆ホワイト」を日本でも静岡から広めようと、リボ

ンバッジを製作してキャンペーンをスタートしました。検診の

大切さだけでなくがん体験者への理解を伝えるためにパ

ンフレットも作りました。 

偏見で苦しんでいる私 

たちだからこそ自ら声 

をあげて伝えていこう 

という思いでした。 


