
 
 



                                                              

滋賀県がん対策推進イベント 

「早く見つければ治ります！がん検診ススメ隊」 

実施報告書の発刊にあたって 

 

 

 平成 25年度から実施しています「滋賀県がん対策推進イベント」を、今年度

も引き続き実施することができました。 

昨年度までは、がん体験者による講演会を中心とするイベントを実施してき

ましたが、実行委員会での「講演会形式のイベントでは、がんに関心のある人

にしか参加していただけないのではないか」という意見を踏まえて、今年度は

県内の商業施設を会場として、キャラバン形式のイベントを開催することにな

りました。 

 「リレーフォーライフジャパンしが」会場でのブース参加を皮切りに、県内

商業施設４会場で、開催地の地元の皆様にもご協力いただいてイベントを実施

しました。ご参加いただいた総勢 950名の中には、買い物途中でたまたま参加

した、普段あまりがんに関心をお持ちでない年齢層の方々もたくさんいらっしゃ

いましたが 、イベントを楽しむ中で「がん」についての正しい知識や新しい

情報を得ていただくことができました。 

イベントの出演者や参加者からさらに家族や知人へと、得ていただいた知識

や情報が波及していくことで、がん検診受診率が向上し、また、滋賀県のがん

対策の推進につながることを祈念しております。 

 最後になりましたが、このイベントの趣旨に賛同し、ご支援とご協力をいた

だきました、後援団体や協賛団体、出演団体をはじめとする関係機関の皆様に

深く感謝申し上げますとともに、今後の活動につきましても末永いご支援とご

協力を賜りますよう、よろしくお願い致します。 

 

 

   平成 28年 3月 

 

 

滋賀県がん対策推進イベント実行委員会 

委 員 長    越 智   眞 一 
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１）リレーフォーライフジャパンしがでのブース出展 

  日 時：平成 27年 10月 24日（土）正午 ～ 25日（日）正午 

場 所：休暇村 近江八幡 

  内 容：たばこの害についての展示 

乳がんモデルを用いた自己触診指導 

無料 肺がん・乳がん検診 

がん検診を PRするリレーウォーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 晴天に恵まれ、実行委員や企画委員、ご協力いただいた東近江保健所やあけぼの会

の皆さまと、啓発活動を行い、成安造形大学の協力でロゴのデザインをしていただいた

「がん検診ススメ隊」の旗を掲げてリレーウォークに参加しました。 

 無料がん検診では、来場者のうち 12名が肺がん検診に、30名が乳がん検診に挑戦さ

れました。肺がん検診希望者には、今年度胸部X線検診を既に受診している人が多く、

受診していただけた人数は少なくなりました。乳がん検診は北斗晶さんの乳がん罹患

報道を受けてか希望者が多く、すぐに定員に達しました。 

 また、このリレーフォーライフジャパンでの活動の様子を日本放送協会(NHK)と、

びわ湖放送のニュースに取り上げていただき、がん検診の受診啓発と、商業施設で実

施するキャラバンイベントの周知をしていただきました。 
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２）商業施設でのキャラバンイベント 

⑴ 今津会場 

  日 時：平成 27年 11月 21日（土） 14：00～15：00 

場 所：平和堂近江今津 専門店街リプル内セントラルコート 

  内 容：①今津少年少女合唱団、LVE（レディースボーカルアンサンブル）による

コンサート 

②ドクターの、○×クイズの答えがわかるおはなし 

 医療法人かおり会 本多医院 本多朋仁先生  

③○×クイズ 

④ちびっこじゃんけん大会 

⑤啓発ブース 

たばこの害についての展示  

がん検診予約受付  

体験談 DVD放映、患者会の紹介  

がん相談、相談支援室紹介  

病院薬剤師による治療サポート紹介  

メッセージカード記入コーナー  

  参加者：200人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今津少年少女合唱団のかわいらしい歌声や、L・V・Eの美しいハーモニーに引き寄せ

られるように多くの方々がご参加くださいました。 
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⑵ 近江八幡会場 

日 時：平成 27年 12月 23日（水・祝） 14：00～15：00 

場 所：イオン近江八幡ショッピングセンター  

2番街 アクア 21内センターコート 

内 容：①近江兄弟社高等学校吹奏楽部、合唱部、ハンドベル同好会によるクリ

スマスコンサート 

②ドクターの、○×クイズの答えがわかるおはなし 

 山本医院（近江八幡市） 山本克與先生 

③○×クイズ 

④ちびっこじゃんけん大会 

⑤啓発ブース 

たばこの害についての展示  

体験談 DVD放映、乳がん自己触診指導  

がん相談、相談支援室紹介  

乳がん模型展示、資料配布  

病院薬剤師による治療サポート紹介  

参加者：200人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 近江兄弟社高等学校の皆さんが、クリスマスソングや賛美歌をハンドベル、合唱、

吹奏楽により、多彩な音色で届けてくださいました。会場のイルミネーションもあ

いまって、とてもステキなコンサートに魅了されました。 
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 近江兄弟社高等学校の皆さんが、クリスマスソングや賛美歌をハンドベル、合唱、

吹奏楽により、多彩な音色で届けてくださいました。会場のイルミネーションもあ

いまって、とてもステキなコンサートに魅了されました。 

 

⑶ 彦根会場 

日 時：平成 28年 1月 23日（土） 14：00～15：00 

場 所：ビバシティ彦根 センタープラザ 

内 容：①東近江市商工会青年部「商工戦隊 赤レンジャイ」ショー 

②ドクターの、○×クイズの答えがわかるおはなし 

 彦根市立病院 來住優輝先生 

③～Lefa～ コンサート 

④○×クイズ 

⑤ちびっこじゃんけん大会 

⑥啓発ブース 

たばこの害についての展示  

体験談 DVD放映、乳がん自己触診指導  

病院薬剤師による治療サポート紹介  

 がん保険相談、がん検診啓発グッズ配布  

がん相談  

参加者：300人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一番広いイベント会場でしたが、赤レンジャイさんたちが所狭しと走り回っ

て会場を盛り上げると、大勢の買い物客が吸い寄せられるように集まって、会

場は満員に！最後まで席を離れず、熱心にご参加いただきました。 
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⑷ 大津会場 

日 時：平成 28年 2月 6日（土） 14：00～15：00 

場 所：フォレオ大津一里山 ノースコート 

内 容：①～Lefa～ コンサート  

②ドクターと ～Lefa～ によるトークショー 

 大津市民病院 加納正人先生 

③○×クイズ 

④ちびっこじゃんけん大会 

⑤啓発ブース 

  たばこの害についての展示  

体験談 DVD放映、乳がん自己触診指導  

がん相談、相談支援室の紹介  

病院薬剤師による治療サポート紹介  

がん検診資料配布  

がん保険相談、がん検診啓発グッズ配布  

『滋賀県がんと向き合う週間』周知  

参加者：200人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ～Lefa～の優しい歌声に癒されました。また、トークショーでは、「がん」とゆかりの

ある～Lefa～のお 2 人のエピソードを交えながら、加納医師と子宮頸がん経験者で

司会の藤田瞳さんとのやりとりで、がんについての知識を深めていただきました。 
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 ３)ブース出展企業・団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人滋賀県病院薬剤師会 病院薬剤師による治療サポート紹介 

滋賀県がん診療連携協議会 がん相談、相談支援室紹介

がん保険相談、がん検診啓発グッズ配布

 

滋賀県がん患者団体連絡協議会 体験談 DVD放映、乳がん自己触診指導 

アフラック がん保険相談、がん検診啓発グッズ配布

東京海上日動火災保険株式会社 乳がん模型展示、資料配布 

堀井薬品工業株式会社 がん検診資料配布 

滋賀県東近江・今津・彦根保健所、大津市保健所 タバコの害についての展示 

高島市 高島市がん検診予約受付 

公益財団法人滋賀県健康づくり財団 『がんと向き合う週間』資料配布 
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４）平成 27年度滋賀県がん対策推進イベントのまとめ 

 滋賀県がん対策推進イベントの年次比較 

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

実 施 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

米原会場 

10月 27日（日） 

12:30～17:00 

長浜会場 

10月 27日（日） 

14:00～21:00 

 

 

 

 

絵てがみ教室 

11月 9日（日） 

14:00～16:00 

プレイベント 

1月 10日（土） 

14:00～16:00 

イベント 

2月 8日（日） 

10:00～16:00 

①10月 24日（土）正午

～10月 25日（日）正午 

②11月 21日（土） 

 14:00～15:00 

③12月 23日（水・祝） 

 14:00～15:00 

④1月 23日（土） 

 14:00～15:00 

⑤2月 6日（土） 

 14:00～15:00 

内   容 ・アグネス・チャンさん

講演会 

・アグネス・チャンさん、

嘉田知事、堀医師による

トークショー 

・滋賀医科大学生ステー

ジ発表 

・ブース展示 

       他 

・中溝裕子さん講演会 

・森乃福郎さん創作落語 

・がんと闘う人々を応援

する絵てがみ作品表彰式

 ・絵てがみ教室

 ・ブース展示

 他

 

・コンサート、ステージ

ショーなど 

・医師によるトークショ

ー 

・○×クイズ 

・じゃんけん大会 

・ブース展示 

・がん検診 

他 

開催場所 米原市 

長浜市 

草津市 ①③近江八幡市 

②高島市 

④彦根市 

⑤大津市 

イベント

参加者数 
900名 450名 950名 

 今年度の滋賀県がん対策推進イベントは、がんに関心のない方にもご参加いただき、

がんの正しい知識や情報を得てもらうことでがん検診受診率の向上を目指そうと、数

回に分けて県内の大型商業施設でイベントを実施しました。 

 会場の各地域において、地域の方々や買い物客の皆さんにひとりでも多くご参加い

ただくために、地元の団体にコンサートやステージショーを依頼しました。参加者だ

けでなく出演者にも啓発ができ、今までにない若い年齢層の方々にご参加いただくな

ど、座学ではできない啓発の裾野の広がりを感じました。 

 関係団体、支援団体との横のつながりも深まり、継続実施の必要性を感じました。 
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後援団体 

一般社団法人滋賀県病院協会 ・ 一般社団法人滋賀県歯科医師会 

一般社団法人滋賀県薬剤師会 ・ 一般社団法人滋賀県病院薬剤師会 

公益社団法人滋賀県看護協会 ・ 公益社団法人滋賀県放射線技師会 

公益社団法人滋賀県臨床検査技師会 ・ 公益社団法人滋賀県理学療法士会 

一般社団法人滋賀県作業療法士会 ・ 公益社団法人滋賀県栄養士会 

一般社団法人滋賀県歯科衛生士会 ・滋賀労働局 

滋賀県健康推進員団体連絡協議会 ・ 滋賀県保険者協議会 

独立行政法人労働者健康福祉機構滋賀産業保健総合支援センター 

 滋賀県市長会 ・ 滋賀県町村会 ・ 滋賀県教育委員会 

会  滋賀県商工会議所連合 ・ 滋賀県商工会連合会 

 

 

物品および役務等提供企業・団体 

アフラック ・ びわ湖放送株式会社 

日本放送協会 ・ 高島市医師会 

近江八幡市蒲生郡医師会 ・ 彦根市医師会 

大津市医師会 ・ 公益財団法人滋賀県健康づくり財団 
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協賛団体 

大原薬品工業株式会社  

アフラック 

日本電気硝子株式会社 

滋賀県民共済生活協同組合 

株式会社メディック 

ニプロ株式会社  

一般社団法人生命保険協会滋賀県協会   

一般社団法人滋賀県医師会 

東京海上日動火災保険株式会社 

堀井薬品工業株式会社 

一般財団法人滋賀保健研究センター 

公益社団法人滋賀県理学療法士会 

滋賀県医師協同組合 

一般財団法人近江愛隣園今津病院 

医療法人社団昴会 

株式会社光ビルサービス 

一般社団法人京都微生物研究所  

公益財団法人滋賀県健康づくり財団  



11

 

協賛団体 

大原薬品工業株式会社  

アフラック 

日本電気硝子株式会社 

滋賀県民共済生活協同組合 

株式会社メディック 

ニプロ株式会社  

一般社団法人生命保険協会滋賀県協会   

一般社団法人滋賀県医師会 

東京海上日動火災保険株式会社 

堀井薬品工業株式会社 

一般財団法人滋賀保健研究センター 

公益社団法人滋賀県理学療法士会 

滋賀県医師協同組合 

一般財団法人近江愛隣園今津病院 

医療法人社団昴会 

株式会社光ビルサービス 

一般社団法人京都微生物研究所  

公益財団法人滋賀県健康づくり財団  



12

 

滋賀県がん対策推進イベント実行委員会委員 

 

 氏  名 所属団体 

実行委員長 越智 眞一 一般社団法人滋賀県医師会 

実行委員 菊井 津多子 滋賀県がん患者団体連絡協議会 

実行委員 中山 初子 滋賀県がん患者団体連絡協議会 

実行委員 鈴木 孝世 滋賀県がん診療連携協議会 

実行委員 大杉 成聖 びわ湖放送株式会社 

実行委員 武久 晋治 日本放送協会 

実行委員 立川 智章 アフラック 

実行委員 永瀬 裕史 東京海上日動火災保険株式会社 

実行委員 徳田 由晃 株式会社滋賀銀行 

実行委員 藤本 武司 滋賀県 

実行委員 那須 安穂 公益財団法人滋賀県健康づくり財団 

企画委員 信岡 良典 東京海上日動火災保険株式会社 

企画委員 打田 拓也 滋賀県がん診療連携協議会 

企画委員 奥井 貴子 滋賀県  

企画委員 吉川 隆一 公益財団法人滋賀県健康づくり財団 

滋賀県がん対策推進イベント実行委員会事務局
公益財団法人滋賀県健康づくり財団（日本対がん協会滋賀県支部）内

〒520-0834
滋賀県大津市御殿浜6番28号
TEL：077(536)5210　FAX：077(536)5211
E-mail：info@kenkou-shiga.or.jp
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