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アグネスが聞く⑦

京大病院の伊沢知子・がん
主
な
専門看護師
内
容 ６面 日米がんワークショップ
７面

愛媛で巡回がんセミナー

飛躍の年に高まる期待
9月11日に和歌山市で全国大会
９月は「がん征圧月間」
。
日本対がん協会は、和歌山
県支部（和歌山県民総合健
診センター）とともに今年
度の全国大会を同 1 1 日
（金）に和歌山市の同県民

スローガン「忘れない 年
に一度の がん検診」を作
った三重県支部の本田隆志
さんを表彰します。
続いて歌手のアグネス・
チャンさんが「明るくさわ

文化会館で開きます。国が
乳がんと子宮頸がん検診の
一部を無料化するなどがん
検診受診率向上への追い風
が吹く中、より多くの市民
に受診に来てもらうにはど

やかに生きる〜アグネスが
見つめた命」と題して記念
講演します。アグネスさん

うすればいいか、乳がん治
療で先駆的な業績を残した
花岡青洲誕生の地で議論を
深めたいと考えています。
今大会のテーマは、
「が

受けています。この体験か
ら、日本対がん協会の「ほ
ほえみ大使」としてボラン
ティアで積極的にがんの啓
発活動を続けています。

ん征圧 飛躍の年に高まる
期待」です。
午前10時に開会し、厚
生労働大臣、
和歌山県知事、
和歌山市長らのあいさつに

「私は幸いにして早期で
見つかりました。早期に見
つければがんの多くは治る

続いて、がん対策に大きく

てほしい」と話しています。
最後に、和歌山アピール
が発表されます。
今年度は、がん検診の一
部無料化だけでなく、がん

貢献された方々に朝日がん
大賞、日本対がん協会賞を
贈呈。支部永年勤続職員の
方々や、今年度のがん征圧

は２年前にごく早期の乳が
んに自己触診で気づいて手
術し、いまも術後の治療を

ことが期待されます。家族
のためにもぜひ検診を受け

がんホットライン

月〜金 午前10時〜午後4時

03−3562−7830
日本対がん協会は、看護師や社会福祉士が、がん
の不安や生活の悩みの相談に電話で応じる「がんホ
ットライン」を開設しています。月〜金曜の午前10
時から午後４時。相談時間は20分までで予約は不要
です。（祝日は休み）。このほか、事前の予約制で、
専門医による電話や面接の無料相談も実施中です。
予約やお問い合わせは月〜金の午前10時から午後５
時までに、03−3562−8015（予約専用電話）へ。

検診にかかる地方交付税が
1300億円と、昨年度の倍

る対がん協会の各支部の取
り組みなくしてはその実現

になり、がん検診にかつて
ない注目が集まる年になり
ました。
いずれも、国のがん対策
推進基本計画ががんによる

がおぼつきません。
全国大会に関連して前日
の10日に開催するシンポ
ジウムでは、まさに「正念
場」を迎えたがん検診をテ

死亡率の減少めざして掲げ

ーマに、検診実施者、研究

る「検診受診率50％」の
達成のために、打ち出され

者、行政、そして企業の立
場から討論したいと考えて

ました。全国の市町村のが
ん検診の約７割をカバーす

います。
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がんとの闘い
「かかえ込まずに声を」

対 が ん 協 会 報

2009年8月1日

ほほえみ大使 アグネスが聞く⑦
井沢知子・京大病院がん専門看護師
り組んでいきたいですね」
−病気だけにすべての
人生をかけたくない。普通
に生活を送りたい。だから
例えば、ドーナツ一個でも

もう少し私に近い目線で全
体的にみてくれるという期
待があるよね。
「そうですね。注目した
いのは生活の部分なので、

出てコーヒーでも飲もうよ
といった日常がある、とい

いかに療養生活を、その人
らしく過ごせるかが大事で

うことが大切です。
「固有名詞で呼ばれたい

すから、抗がん剤による手
のしびれとかホルモン療法
のホットフラッシュといっ

っておっしゃる人が多いで
すね。その人なりの人生、

いざわ・ともこ 看護師免許を取得して数年間の臨床経
験を経て2004年、兵庫県立看護大大学院修士課程修了。
03年に米国リンパ浮腫セラピスト、05年には日本看護協
会のがん看護専門看護師の資格を取得し、現在、京都大医

その人なりの生活があるか
ら、ひとくくりにがん患者
さんと呼ばれたくない気持
ちは理解できるし、私たち
もその方の生き方を尊重し

たことに加えて、下着のこ
と、衣類の調整、食事のこ
となどを伝えたいですね」
「医者には聞きたいけど
聞けないこともあるでしょ
う。でも、患者さんにはこ
んな大変な私を分かってよ
っていう気持ちもあり、看
護師には話せるところがあ
るみたいなので、それは丁

−看護師の立場から、
がん治療にどんな問題があ

拠点病院のがん相談センタ

ながらサポートしたい。そ
の人の生活、人生があって、
その一部ががんとの闘病な
んですね」

ーで、じっくり話せると患

−そうそう、そうなん

るとお考えですか？
「まず、がんになる以前
のかかわりがほとんどでき
ていないことです。入院期
間が短くなり、抗がん剤や
放射線治療はかなり外来で

者さんも納得いくのでしょ

です。看護師さんは医師と
の橋渡しと言われます。そ
れもそうですが、患者は求
めることが医師と看護師で
は違うと思います。
「アグネスさんからみた

行われるようになっていま
すが、外来の看護もまだ十
分じゃないところもありま
す。それに告知を受けて頭
が真っ白になったまま２週

ど、明るく闘病したいんで
す。働きながら、家事をし
ながら闘病する人が多い。
隣との付き合い、ごみも出
さなきゃいけない。そうい

ら、どうなんでしょうか」

間、３週間待ってやっと入

うことも含めて明るく楽し
く、最後まで頑張りたい。
「患者さん同士のネット
ワークをもつことがすごく
大事だと思っています。患

かの一人がアグネス・チャ
ン。だけど、看護師さんに
は、きょう、髪型いいじゃ
ん、何かあったの、みたい
なことを求めている。その

者さん同士でしかわからな
い、共感できる部分、私も
そうだったとか、あなたが
そうだったら私も頑張れる
とか、いろんな話ができる
ような場を、看護師をはじ

人を先にみて、その人がこ
の病気になったとみてくれ

家族とどう付き合うか、悩
みは尽きません」

ると期待しちゃう。下着は
どこで買えばいいかわかり
ますかって聞いてくれるの

−私も乳房温存手術の
後や放射線治療中にはでき
るだけ見せませんでした。

も看護師さん。私は患者だ
けど、やっぱり女で下着つ
けなきゃ外に出られない。

いまはほとんど戻ったので
平気ですけど、余計な心配
はかけたくないという気持

学部付属病院に勤務している。

院という患者さんが多いの
に、それにも対応できてい
ない。待つ間がすごくつら
いとおっしゃる。このこと
も大きな課題です」
−看護師さんも忙しそ
うですものね。ゆっくり話
すという状況じゃないです
よね。
「そこを何とかしないと
患者さんがほんとに迷って
しまいます。がん診療連携

うけれど、バタバタしてい
る外来で看護師を呼び止め
て聞くのはなかなか難しい
と思います」
−私は思うんですけ

め医療スタッフが提供し、
運営する。看護師として取

−医者からみれば、病
気の人、なんです。病気が
前にあって、その人がつい
てくる。乳がんの患者のな

寧に聞きたいと思っていま
す。話すだけでも患者さん
は落ち着かれます」
−主婦が病気になると
大変です。洗濯物はたまる、
ご飯の支度に、子どものお
弁当。夫が協力的だったら
申し訳ないと思うし、協力
的じゃなかったら……どっ
ちみち大変です。
「申し訳ない、とみなさ
ん、おしゃいます。お母さ
んどうしたの？っていう子
どもの質問にどう答えてい
いのか、いつもお風呂に一
緒に入っていたんだけど、
いつ胸を見せたらいいか。

2009年8月1日

ちがありました。それと、
最初は副作用が出ると家族
に話したんですけど、長く
なると、愚痴になっちゃう
気がして言わないですよね。
「手のしびれ、ほてり、
慢性的な症状、リンパ浮腫
とかもあまり話されない患
者さんがいます。私たちも
聞かないといけないのです
が、症状とか苦痛があるの
に、あきらめちゃって言わ
ないんだとしたら、そこは
声を上げてほしいんです」
「自身の体験を看護師に
伝えていただくと、こうや
ってやりくりしているんだ
ということがわかって、じ
ゃあ、こういうときにはこ
ういうかかわりがいいんだ
と私たちも学習できる。看
護師にはどうでもいいと思
えるようなこともためらわ
ずに話してほしい。もしか
したらどうでもよくはない
かも知れないし」
−みんなが気軽に相談
できる場所があるといいで
すよね。
「そうですね、日本対が
ん協会のホットラインにも
多くの相談電話があるそう
ですが、相談をする、誰か
に伝える、それでちょっと
自分のやりくりの仕方が変
わる、自分でセルフコント
ロールできるようになるっ
てことが、すごく大事だと
思うんです」

対 が ん 協 会 報
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があって自分があるから。
以前、しこりに気づいてい
たけれども、娘さんの受験
が終わるまで検査に行かな
かった方がいらっしゃった。
自分より家族という気持ち
もわかるのですが……」
−私もちょうど乳がん
がわかった時、次男の大学
受験の時期でした。でも、
知らせてしまったんです。
学校の先生からメールがき
て、テストの点数がひどい
けど、どうしたんですか、
アグネス・チャン 香港生まれ。72年、
「ひなげしの花」
で日本デビュー。上智大を経てカナダ・トロント大卒。

って。結果として入れたの
ですが、落ち着いて考えれ
ば、一浪してもいいんじゃ
ないかと思える。でもその
時は、子どもの将来がかか

89年、米スタンフォード大教育学部博士課程に留学。教
育学博士号（Ph.D.）取得。日本ユニセフ協会大使として
のボランティア活動や文化活動など幅広く活躍している。

っている、みたいに思えて
すごく罪悪感を感じまし
た。夫には、いっぱい大学
あるし、おおげさだよ、と
言われましたけど。
「そうなんですね、自分

−友達の住まいの近く
で、老夫婦がいつも散歩し
ているそうです。手をつな
いで。友達もそうなりたい
と思って、それをモチベー

に来るんです。命の輝きは
ほんとにすごいですよね。
「そういう活動から、ほ
んとに教えられることが多

ションに、自分からプロポ
ーズした。髪が白くなるま
で手をつないで散歩できる
ように頑張る、と。
「がんになったことで良

−日本のがん医療も、
がん専門の看護師さんがで
きて大きく変わるかも知れ
ないですね。がんの治療は

の身体のことなんだけど、
家族とか仕事のこととか、
自分のことばかりじゃない
っていうか、申し訳ない、
という気になってしまう。
そういう時にも、ホットラ
インのような、ちょっと聞
ける窓口があればずいぶん
違う。一人で思い詰めると
大変です」

いように変われるという
か、アグネスさんのように
啓発活動に取り組まれると
か、すごく人に良い影響を
与えられるようになると

−友達が、がんになっ
てから結婚したんです。が

か。人ってすごい可能性を

んだけど一緒になって、と
プロポーズした。女性は自

−リレー・フォー・ラ
イフに集う方々もそうなん
です。自分たちで活動を立
ち上げて、がんと闘病して

−誰かに伝えないと問

分ががんになったら結婚を

題のありかもわかりませ
ん。いろんなことがあるの
に、言っちゃ愚痴になると
か、我慢しちゃうとか、頑
張ればなんとかなるじゃ、

あきらめなきゃいけないっ
ていう人が多いんですけ
ど、そうじゃないですよ
ね。
「もちろんです。がんに
なって結婚しなくなったと

問題があるかどうかがわか
らない。
「自分だけじゃないです
もんね、
自分っていうのは、
家族をはじめいろんなこと
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いう話も聞きますが、一緒
になる方ももちろんいらっ
しゃるし、お子さんのでき
る方もいらっしゃる」

感じます」

いる人たちをサポートした
い。亡くなった方の家族も
会場に見えられます。２人
に１人ががんになる現在、
もうがんに関係ないと言え
る人は１人もいない。みん
なで支えあう。闘病してい
る方も、その日にあわせて
治療プログラム組んで会場

いですね」

受ければ受けるほど調子が
悪くなる感じがします。そ
れに、手術がスタートと言
われました。つまり、長く
つきあっていかなければい
けないんです。
「その長い期間を１人の
医者がずっとみるのは限界
があるので看護師が、
どう？
大丈夫？っていう風にずっ
と付き合っていけるように
なればいい思います。私も
がんになるかも知れない。
私は医療者、あなたはがん
患者という分け目じゃなく
て、私たちも５年後にはが
んになるかも知れないとい
う思いで医療にあたらなけ
ればと思っています」
−それはすばらしいで
す。同じ人間としてね。
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−日米が共同して医師主導の臨床試験を−
ワークショップで意見交換
日本と米国の医師らが共
同で臨床試験を進めよ
う−。こんな目標を掲げ
た日米がん臨床試験ワーク
ショップが７月８日、東

ワークショップには、日
本側から、国立がんセンタ
ー、日本対がん協会、東京
大学、慶応大学、埼玉医科
大学国際医療医療センタ

いるのに、臨床医学の分野
では極端に投稿が少ない」
「江戸末期の実学重視の思
潮が、明治以降のドイツ基
礎医学偏重に移行し、それ

ラムに応募を、と提案がな
された。
主催者側は「基礎医学の
分野では日米が共同して研
究が行われているのは珍し

京・溜池の東京アメリカン
センターで開かれた。米国
立がん研究所（NCI）
、東

ー、総合科学技術会議、厚
生労働省、文部科学省、聖
路加国際病院,、製薬企業

が維持されている」という
見方や、
「性能が優れた車
も、規則が多かったり、道

くない。しかし、医師が主
導した臨床試験はなかなか
共同で行われていない。抗

京アメリカンセンターが主
催し、国立がんセンターや、

などの関係者が参加。米国
側から、米国国立がん研究

路がデコボコだったりする
と思うように走れないのと

がん剤をはじめ、がん治療
法の開発に日米間にどんな

聖路加国際病院などが主宰
するがん専門医療者養成プ
ログラムが支援した。
両国の国の機関などが直
接かかわって医師主導の臨

所（NCI）
、駐日米国大使
館、米テキサス州立大学
MDアンダーソンがんセン
ターなどの関係者が出席し
た。

同様に、臨床試験のインフ
ラ整備が遅れている」など
といったように、日本側の
臨床試験態勢が整っていな
いことを強く指摘する声が

障害があるのか、その障害
を克服して臨床試験を進め
ることができるのか、様々
な示唆があった。具体的な
試験計画作りを通じて障害

床試験をテーマに意見を交
わすのは例がなく、主催者
側は、今後もこうした会合
を重ね、日米共同の臨床試
験を実現させたい考えだ。

出席者からは、
「日本は
医学の基礎研究の分野では
多くの業績を上げ、世界ト
ップクラスの科学誌への論
文投稿では欧米に比肩して

数多く寄せられた。
また米国側からは、NCI
内の組織が行っているがん
治療開発手法が紹介され、
日本側からも、このプログ

を乗り越えることを検討し
たい」と話し、今後もワー
クショップを開いてフォロ
ーアップしていく考えだと
いう。

ピンクリボン自動販売機が100台に
キリンビバレッジ
飲料水の自動販売機の売

「ピンクリボン運動に協

力したいのでぜひ設置した
り上げの一部をピンクリボ
い」という要望や、すでに
ン運動に…。キリンビバレ
設置している事業所から
ッジ株式会社が、そんな
という声
「ピンクリボン自動販売機」 「交換してほしい」
が寄せられている、
という。
の設置を始めて約１年、設
置台数が約 1 0 0 台になっ

キリンビバレッジが「ピ

んをなくす

ほほえみ基

金」に寄付する仕組み。中
には１本につき10〜30円

分を含めると四十余万円に
なる。
「ピンクリボン自動販売
機」の設置の問い合わせは、
キリンビバレッジ株式会社
の事務局（( 0 3・5 8 2 1・
4057）へ。

を寄付にあ
て た り 、
「手数料が
要らないか
ら、その分
を寄付に」
と申し出た
りする事業
所もあると

た。内諾している事業所な
ども２けたになるという。

ンクリボン自動販売機」の
設置を働きかけ始めたのは

乳がん撲滅をめざすピンク
リボン運動を支える輪が、

昨夏から。それまでもピン
クリボンフェスティバルで

ふだんの暮らしの中に広が

飲料水の協賛をしたことが

っている。
設置しているのは、電機
メーカーや専門学校、病院、
製薬メーカー、
ホテルなど、
昨年９月の第１号機設置以

あるなど、乳がん撲滅運動
いう。
とはかかわりがあった。無
昨年 1 2
理なく長く続けられる支援
月から今年
について論議する中で、自
５月までの
動販売機の設置が浮かんだ。 「ほほえみ

来、徐々にさまざまな業種
に及んでいる。地域も首都
圏を中心に四国、近畿、東
北と、全国に。

設置している事業所など
が売り上げの１％を、キリ
ンビバレッジ側も同じ１％
を日本対がん協会の「乳が

基金」への
寄付は 3 9
万4369円。
それまでの

都内の事業所に設置された「ピンクリボン自動販売機」
キリンビバレッジ提供
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検診受けて早期発見！
全国巡回がんセミナー・愛媛
日本対がん協会と愛媛県
総合保健協会（日本対がん
協会愛媛県支部）
、愛媛新

多くの意味をもつと述べた。
また、わが国の禁煙対策
に触れながら、たばこの中

受けるようにしなければな
らないと訴えた。
次に「がん患者からのメ

「がんがいかに家族や近
しい人たちを巻き込み、自
分自身の生活を狂わせてし

聞社の主催による全国巡回
がんセミナーが６月26日、
松山市総合コミュニティセ

には極めて高い発がん物質
が含まれている。多くのが
んに対して、たばこは影響

ッセージ」と題して、ＮＰ
Ｏ法人愛媛がんサポートお
れんじの会理事長で元ＮＨ

ンターで約270人が参加し
て開催された（アフラック

を与えている。がんになら
ないための１次予防が大切

Ｋ松山放送局のニュース・
生活情報番組キャスター、

まうのか」
「身体の異変を感じなが
ら仕事の忙しさから検診を
受けなかったことをとても
後悔した」

協賛）
。
巡回がんセミナーは、３
月の熊本市に続き今年２回
目となる。
久野梧郎・愛媛県総合保
健協会理事長の主催者挨拶

で、たばこを吸わない、吸
っていたらやめる。とくに
若い人の喫煙率を抑える必
要があることを訴えた。
次に、高嶋成光・四国が
んセンター名誉院長が「乳

松本陽子さんが講演した。
松本さんは冒頭、
「10年前
の今日のような梅雨時の晴
れた日に子宮頸がんで入
院、手術をした。この時期

「私たちのような思いを
してもらいたくない」
その体験から早期発見・
早期治療の大切さが切々と
訴えられ、
「がん検診を受

に続き、
垣添忠生・日本対が
ん協会会長が「わが国のが
ん対策に占める検診の重要
性」
をテーマに講演、
米国の
マンモグラフィ検診率向上

がん検診 受診率50％・精
密検査受診率100％をめざ
そう」をテーマに講演した。
乳がんは早期に発見すれ
ば治る、
しかし受診率50％

になると当時ことが鮮明に
よみがってくる」と話し、
がんの手術とその後の抗が
ん剤治療による副作用によ
り白血球、血小板が減少し
たことで口の中が口内炎だ

けてください」と強いメッ
セージが発せられた。

の推移をグラフで示しなが
ら、がん対策推進基本計画
においてのがん検診率50％

にならないと乳がんによる
死亡率はなかなか少なくな
らない。最低でも50％の

らけになり、その後、高熱
が出て酸素吸入にまで至る
苦しい体験を語った。

について質の高いがん検診
をめざす。がん対策基本法

検診率を目指し、検診で精
密検査が必要とされた人は

また、完成したばかりと
いうがん患者からのビデオ

了した。
なお、このあと９月11
日
（金）
に和歌山市で、今年
の第３回目の巡回セミナー
が開催される。問い合わせ
は日本対がん協会（03−

が施行されたことは非常に

100％、医療機関で検査を

メッセージが披露された。

5218−4771）まで。

最後に、日本対がん協会
の塩見知司事務局長が閉会
の挨拶をしてセミナーは終

サマンサタバサが特別イベント

◆◆

下取りバッグを販売し売上を
対がん協会・ほほえみ基金に

◆◆

若い女性に人気の高い
数々のブランドを展開する
株式会社サマンサタバサジ

バッグを「下取り」に出す
と、サマンサブランドの店
舗で使えるスペシャルギフ

チケットは2000円と3000
円の２種類あり、バッグの
ブランドなどに応じて決め

員の96％が女性で、平均
年齢は24.5歳。
「身近なフ
ァッション」をいかし、み

ャパンリミテッド（東京都
港区）は、下取りしたバッ
グを選別して販売し、売り
上げを社会貢献にいかす活
動を始めた。

トチケットがもらえる仕組
みで、まず６月17〜30日
に、東京や横浜、千葉など
関東圏の店舗で下取りを実
施した。

た。
下取りしたバッグは、８
月２日
（日）
の特別イベント
で販売。売り上げは全額、
日本対がん協会の「乳がん

んなで参加できる社会貢献
活動を目指している。今春、

この活動は「Ｈａｐｐｙ
"ＢＡＧ ＴＲＡＤＥ" Ｃａ

下取り対象のバッグはサ
マンサブランドの店舗で購

をなくす ほほえみ基金」
に寄付する。

ｍｐａｉｇｎ」と銘打って
いる。これまで使っていた

入した１万円以上（税込み）
の商品（財布、
小物は除く）
。

同社は全国で200店舗を
展開する。約1000人の社

同社のホームページは
http://www.samantha.
co.jp

ピンクのチャームを販売
し、利益をほほえみ基金に
寄付する予定にしている。
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「命のリレー」 今月末 室蘭からスタート
「リレー・フォー・ライ
フ ジャパン 2009」の今年
度のイベントが今月29〜
30日の北海道・室蘭から
スタートする。翌９月12
〜13日には宮城・名取を
はじめ４会場で開催される
など、10月にかけて「命
のリレー」のシーズンを迎
える。日本対がん協会と各
地の支部、患者・家族やボ
ランティアらで作る実行委
員会が、企業や市民に協力
を呼びかけながら準備を進
めている。対がん協会のほ
ほえみ大使、アグネス・チ
ャンさんもいくつかの会場

12〜13日 さいたま市緑
区の農業者トレーニングセ
ンター緑の広場。
【静岡・御殿場】
９月12

を訪問し、歌ったり一緒に
グラウンドを歩いたりして
参加者を励ます。
【北海道・室蘭】
８月29
〜30日 昨年と同様に、

博多どんたくでアピールするリレー・フォー・ライフ福岡の実行委員ら

ォー・ライフの歴史を作っ
ているもので、今年も多く
の人たちが集うことが期待

を呼びかけている。
【岐阜】10月10〜11日
岐阜市の岐阜大学のグラウ

〜13日 御殿場陸上競技
場（雨天の場合は隣接の御
殿場体育館）でのイベント
は富士山を背景に雄大なも
のが期待される。患者団体

されている。
【埼玉・川越】
９月19〜
20日 川越市水上公園。
川越市は今年、ＮＨＫの
「朝ドラ」の舞台にもなり、
多くのイベントが繰り広げ

ンドと体育館。
【徳島】10月10〜11日
昨年に引き続いて小松島市
の小松島しおかぜ公園で開
催する。
【高知】10月10〜11日

道の駅「みたら室蘭」隣接
広場を会場に、室蘭和太鼓
會、よさこい、つぼけんさ
ん、室蘭工業大学ＯＧジャ
ズバンドなど、数多くのイ

と、北里大学大学院で看護
を研究する院生たちが一緒
になって、子宮頸がんを啓
発するイベントも企画され
ている。

られる中、リレー・フォ
ー・ライフのアピールも展
開されている。
【横浜】９月22〜23日
日産スタジアム小机フィー

高知市の城西公園。プレイ
ベントとして、8月22〜23
日、四万十川の沈下橋での
オーバーナイトイベントも
開催される。

ベントが予定されている。
【宮城・名取】
９月12〜

【兵庫・芦屋】
９月12〜
13日 芦屋市総合公園陸

ルドを会場として、昨年に
引き続いての開催。たくさ

【大分】10月17〜18日
大分・日本文理大学で開催

13日 東北電力名取スポ
ーツパーク愛島競技場で開

上競技場。芦屋でのリレ
ー・フォー・ライフは今年

んの子どもたちも参加した
昨年と同様に、盛大なイベ

される。
【沖縄】2010年３月13

かれるリレー・フォー・ラ

が３回目。2 0 0 6 年に茨

ントが予定される。

〜14日

イフは、東北地方では初の
開催になる。
【埼玉・さいたま】９月

城・筑波で試験的に行われ
た翌年から続くイベントは
まさに日本でのリレー・フ

【広島】９月22〜23日
広島市の旧広島市民球場。
戦後のヒロシマの復興を見
届け、市民に長く愛された

陸上競技場。

市民球場も移転。その思い

偲び、サバイバーを讃え、

をも引き継ぐイベントにな

今闘っている人を支えるの

りそうだ。
【福岡】10月３〜４日
福岡・国営「海の中道海浜
公園」光と風の広場で開催。
実行委員会のメンバーたち

が目的です。その目的をか
なえるため、イベントを通
じて資金を募り、がん征圧
を目指します。日本人の２
人に１人ががんになる時

は５月には
「博多どんたく」
でリレー・フォー・ライフ
をアピールするなど様々な
機会をとらえて市民に参加

代、最早がんに無縁の人は
いないと言っても過言では
ありません。一緒に集いま
せんか。

本番に向け、活発な意見が交わされるリレー・フォー・ライフ福岡の
実行委員会＝いずれも宮部治恵さん提供

沖縄・北谷町の

リレー・フォー・ライフ
は、がんで亡くなった人を

