
       

知ろう！乳がん  
行こう！乳がん検診 

「ピンクリボン  in 東京  2016～乳がん月間キャンペーン～」 
乳がんになる方は、３０歳代から増え、５０歳代までの働き盛りの世代に多く、東京都の乳がん死亡率

は、全国と比較して高い状況です。 

乳がんは、早期発見、早期治療により、９０％以上の方が治るといわれています。そのためには、４０

歳になったら、２年に１回の検診を定期的に受け続けることが大切です。 

 

 

 

イベント①【日野市共催イベント】 
 

 

 

イベント②【港区共催イベント】 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰｏｓｔＰｅｔ「モモ妹」 

日時：１０月 9 日（日曜日）１１時～１６時 

場所：イオンモール多摩平の森 

 

 

 

 

内容：乳がん体験者と医師による「ドクターの安心トーク」 

乳がん検診車見学及び乳がん視触診モデル体験 

ピンクリボン活動に取り組む企業・団体等によるブース出展 

様々なイベントを通じて乳がん検診の大切さを呼びかけます。 

    

●ピンクリボンの湯 

 都内銭湯にて乳がん自己触診法のミニ講座を開催！ 

●都庁舎及び味の素スタジアムをピンク色にライトアップ 

●公式キャラクターＰｏｓｔＰｅｔ「モモ」デザインのグッズ配布 

●ピンクリボンパネル展を開催 

●ピンクリボンデザインの東京都宝くじの販売 

●ホテル・百貨店・その他協働企業のピンクリボン運動 

※詳細は別紙参照 

PR イベント 

乳がん月間キャンペーン 

【イベント内容】 

・乳がん経験者と医師による「ドクターの安心トーク」 

・マンモグラフィ検診車の見学及び乳がん視触診モデル体験 

・ピンクリボン活動に取り組む企業・団体等によるブース出展 等 

様々なイベントを通じて乳がん検診の大切さを呼びかけます。 

※詳細は別紙参照 

    

日時：１０月３０日（日曜日）１１時～１7 時 

場所： THE GRAND HALL 

（品川グランドセントラルタワー３階） 

 

 

 

 

内容：乳がん体験者と医師による「ドクターの安心トーク」 

乳がん検診車見学及び乳がん視触診モデル体験 

ピンクリボン活動に取り組む企業・団体等によるブース出展 

様々なイベントを通じて乳がん検診の大切さを呼びかけます。 

    

 ※イベントには、ソニー 

ネットワークコミュニケー

ションズ株式会社 PostPet

生モモファミリー「モモ妹」

が、取材に来るよ！ 

 

 

本件は、「東京都長期ビジョン」における、以下の都市戦略・政策指針に係る事業です。 

都市戦略５ 「福祉先進都市の実現」 

政策指針１３「質の高い医療が受けられ、生涯にわたり健康に暮らせる環境の実現」 

東京都長期ビジョン 
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１． ＰＲイベントを開催します！ 
 

【日野市共催イベント】 

ピンクリボンｉｎ東京・日野市２０１６ 
 

日 時：１０月 ９日（日曜日） １１時～１６時 
場 所：イオンモール多摩平の森 （日野市多摩平２－４－１） 
内 容： 

◆ ドクターの安心トーク 

・福田  護 先生（聖マリアンナ医科大学ブレスト＆イメージングセンター院長） 

・片岡 明美 先生（がん研有明病院 乳腺センター 乳腺外科医長） 

・藤森 香衣 さん（モデル・乳がん経験者） 

 

◆ マンモグラフィ検診車の見学及び乳がん視触診モデル体験 

 

◆ ブース出展 

    ピンクリボン活動に取り組む企業・団体等が出展します！  

    ・大塚製薬株式会社        ・日野市立病院患者の会がん患者の会「青葉の会」 

    ・コニカミノルタジャパン株式会社 ・東京都 

    ・認定N P O法人乳房健康研究会  ・日野市   （５０音順） 

 

  （主  催）東京都・日野市 

  （後  援）厚生労働省・公益社団法人東京都医師会・公益社団法人東京都歯科医師会・ 

公益社団法人東京都薬剤師会・公益社団法人東京都看護協会・公益財団法人日本対がん協会 

  （特別協力）ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 

  （協  力）イオン株式会社・大塚製薬株式会社・公益財団法人東京都予防医学協会・ 

コニカミノルタジャパン株式会社、認定 NPO法人乳房健康研究会・ 

日野市立病院患者の会がん患者の会「青葉の会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ピンクリボン in 東京 2016 

ＰｏｓｔＰｅｔ「モモ妹」 

マンモグラフィ検診車 

別 紙 
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【港区共催イベント】 
がん対策とうきょう・みなと２０１６  
～ピンクリボン in 東京 2016 乳がん月間キャンペーン＆港区政 70 周年記念「港区がん対
策推進アクションプラン普及啓発」イベント～ 

 
日 時：１０月 ３０日（日曜日） １１時～１７時 
場 所：THE GRAND HALL  

（港区港南２－１６－４ 品川グランドセントラルタワー３F） 
内 容： 

◆ 著名人によるスペシャル講演 

がんを経験された著名人を講師に招き、お話を伺います。 

・生稲 晃子 さん（女優） 

 

◆ 講演 
がん予防、免疫療法や治療の臨床試験の最新の動向などをテーマに、医師等がお話しします。 

・津金 昌一郎 先生（国立がん研究センター 社会と健康研究センター長） 

・相羽 惠介  先生（東京慈恵会医科大学付属病院 腫瘍センター長）  
 

◆ ドクターの安心トーク 

乳がんの早期発見の大切さや検診について、専門医と乳がん経験者がお話しします。 

・福田  護 先生（聖マリアンナ医科大学ブレスト＆イメージングセンター院長） 

・明石 定子 先生（昭和大学病院乳腺外科准教授） 

・藤森 香衣 さん（モデル・乳がん経験者） 

・生稲 晃子 さん（女優） 

 

◆ がん対策推進に向けた港区と企業等の連携協定締結式 

がん予防と患者への支援を目的として、港区と民間企業等の間で連携を推進していくための協定を 

締結します。 

 

◆ 子どもたちのスペシャルステージ 

  地域の園児、児童が元気いっぱいの楽器演奏等を披露します。 

 

◆ マンモグラフィ検診車の見学及び乳がん視触診モデル体験 

 

◆ ブース出展・パネル展示（予定） 

    がん予防、早期治療を啓発する企業・団体等のブースの設置とパネル展示を行います。 

    ・製薬会社         ・理美容団体   ・医療機器メーカー  ・ＮＰＯ団体   

・がん診療連携拠点病院   ・東京都     ・港区        ・その他 

        

  （主  催）東京都・港区  

  （後  援）厚生労働省・公益社団法人東京都医師会・公益社団法人東京都歯科医師会・ 

公益社団法人東京都薬剤師会・公益社団法人東京都看護協会・公益財団法人日本対がん協会 

  （特別協力）ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 

  （協  力）公益財団法人東京都予防医学協会・認定 NPO法人乳房健康研究会 

 

 

生稲 晃子さん 



 

２．ピンクリボンの湯 2016を実施します！ 

○都内公衆浴場にて、乳がんや乳がん自己触診の方法についてお伝えするミニ講座を開催します！ 

   ・第１回 

日 時：１０月２３日（日曜日） １４時～１４時３０分 

場 所：万年湯 

東京都新宿区大久保１－１５－１７ 【JR新大久保駅 徒歩５分】 

・第２回 

日 時：１１月１９日（土曜日） １１時３０分～１２時 

場 所：改正湯 

    東京都大田区西蒲田５－１０－５  【JR蒲田駅 徒歩７分】 

 
 
３．都庁舎及び味の素スタジアムをピンク色にライトアップします！ 

乳がん早期発見の啓発シンボルである「ピンクリボン」にちなみ、都庁第一本庁舎及び味の素スタジアム

をピンク色にライトアップします！ 

 

○都庁第一本庁舎 
日 時：１０月１日（土曜日）～１０月１２日（水曜日） 

１８時～２３時 

※ 環境への配慮として、グリーン電力を使用します。 

○味の素スタジアム 
日 時：１０月３日（月曜日）～１０月７日（金曜日） 

１８時～２２時 

※ ただし、１０月５日（水曜日）を除く。 
 

 

４．公式キャラクターPostPet「モモ」デザインのミニ BOXティッシュを配布します！ 
  公式キャラクターPostPet「モモ」デザインのミニ BOXティッシュを PRイベント等で配布します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．ピンクリボンパネル展を開催します！ 
 日 時：１０月６日（木曜日）～１０月１２日（水曜日） 

場 所：東京都庁第一本庁舎１階中央スペースに出展 

 

 

 

 

 

 

６．東京都宝くじのデザインがピンクリボンになります！ 
宝くじマスコット「クーちゃん」と公式キャラクターPostPet「モモ」がデザインされた宝くじを発売し

ます。 

発売期間：１０月（予定） 

 

ミニ BOXティッシュ 

（イメージ） 

味の素スタジアム ピンクライトアップ 

 

 

 

 



 

７．百貨店・ホテル及び協働企業もピンクリボン運動に参加します！ 
百貨店・ホテル、その他協働企業も、１０月を中心にピンクリボン運動に関連した様々な取組を行います。 

 

○ 小田急百貨店 

  乳がん検診についてのリーフレット及びポストカードを配布します。 

 ◆実施店舗：新宿店、町田店 

◆期  間：１０月 1日（土曜日）～１０月３１日（月曜日） 

   

○ 髙島屋都内各店 

①乳がん検診についてのリーフレット及びポストカードを配布します。 

◆実施店舗：日本橋店、玉川店、新宿店、立川店  

◆期  間：１０月１日（土曜日）～ ※なくなり次第終了します。 

②ピンクリボンオリジナルバッジ２００円（税込み）を販売します。 

◆実施店舗：日本橋店、玉川店、新宿店、立川店  

◆期  間：９月２１日（水曜日）～１０月３１日（月曜日） 

※売上の一部を、公益財団法人日本対がん協会「乳がんをなくすほほえみ基金」に寄付します。 

※バッジの販売場所、およびリーフレット・ポストカードの配布場所は各店にてお問合せくだ 

さい。 

 

○ 大丸松坂屋百貨店 

 ①乳がん検診に関するリーフレットを配布します。 

②リーフレット「乳がん 自己検診の達人になろう」を配布します。 

    「自分で触ってしこりをさがす」自己検診のノウハウをイラストで、わかりやすく紹介して 

います。  

③チャリティさくらパンダピンバッジ（税込 200円）を販売します。 

    大丸松坂屋百貨店の公式キャラクターである「さくらパンダ」と 

ピンクリボンをデザインしたピンバッジです。 

    ※売上の一部を、「認定 NPO法人 乳房健康研究会」に寄付します。 

◆実施店舗：大丸東京店、松坂屋上野店 

◆期  間：１０月１日（土曜日）～１０月３１日（月曜日） 

 

○ 京王プラザホテル 

ロビーの従業員がピンクリボンバッジを着用してお迎えいたします。 

◆期  間：１０月１日（土曜日）～１０月１２日（水曜日） 

 

○ 新宿住まいのショールーム会 他 

「ピンクリボンキャンペーン in新宿２０１６」を実施します。 

① 乳がん検診普及啓発リーフレットを配布します。 

（協力：一般社団法人まちかど健康づくりネットワーク）。 

② ショールームスタッフがピンクリボンバッジを着用します。 

   ◆期  間：１０月 1日（土曜日）～１０月３１日（月曜日） 

   ◆実施場所：新宿住まいのショールーム会に所属の、各住宅設備系ショールーム 

     

 

 

ピンクリボン 

オリジナルバッジ 

さくらパンダピンバッジ 


