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代表あいさつ

「生きるとは

ＮＰＯ法人
くまがやピンクリボンの会
代表理事 栗原 和江

いろど

彩る色に たくしけり」

「虹の橋
さ
かけてリボンの 色が冴え」

理事・運営委員（栗原 前列中央）

ピンクリボン（Pink Ribbon ）とは、乳がん撲滅、検診の早期
受診をおすすめするシンボルです。202 1年1 0 月現在9 人に１人
（日本乳癌学会発表数値）が乳がんを発症しています。
年間では約 95,00 0人が発症し、毎年約 15,000 人が命を落
としています。そこには
「1 0 年戦争」と云われる乳がんの現実
があります。早期発見、早期治療につながる検診率向上が必須
となっています。乳がんは個人だけの問題ではありません。
パートナーとしての男性にも知ってもらいたい。そんな想いで
2008 年 5 月の設立以来、啓発活動を続けています。
「ママが元気！」
「母親が元気！」
「娘が元気！」
「パートナーが
元気！」であることが周りの人の幸せに繋がります。
あなたの大切なひとの笑顔をどうか守ってあげてください。

くまがやピンクリボンの会発足当初からご理解、ご支援をいただいている熊谷市出身
作家・森村誠一先生から当会の活動に寄せて詠んで下さった俳句です。

支え合う気持が、つながる元気に。
乳がん受診検診率１００％を目指して！

NPO 法人くまがやピンクリボンの会
代表理事
理
監

栗原 和江

事

・加藤 悦子

事

森永 嘉子
渡邊 明子・家永 宏美・酒井 眞由美・中島 千尋・

運営委員

佐高 友恵・羽賀 登喜子・閑野 高広・小林 和代・
高橋 真澄・中村 信子・笠松 典子・高橋 美佳

Proﬁle

＊2007 年 4 月に乳がんを宣告。同年 6 月、内視鏡下による右乳房温存手術。
放射線治療、ホルモン治療を経て、現在、発症から 15 年目。
・NP O 法人キャンサーネットジャパン認定 BE C 乳がん体験者コーディネーター
・認定 NPO 法人乳房健康研究会ピンクリボンアドバイザー上級
・日本乳癌学会準会員、
日本乳癌検診学会会員、熊谷市共同参画を進める会理事
・埼玉県がん対策推進協議会委員、埼玉乳がん検診検討会世話人、埼玉県がん教育部会委員

内田 晴美・本澤 久美子・井出 徹

根岸 友香（本庄・美里支部長）
熊谷市市民活動支援センター内（熊谷市曙町 5 丁目 67 番地）

ofﬁce

＊熊谷市市民活動支援センター 登録団体
＊くまがや共同参画を進める会 登録団体
＊NPO 法人子育てネットくまがや 正会員
＊NP O 法人子宮頸がんを考える市民の会 会員

ご支援ください
NPO 法人くまがやピンクリボンの会の活動は個人、団体の皆様の

ご寄付により支えられています。わたしたちのミッション、ビジョ

ンを実現するため、
多くの皆様のご理解、
ご支援をお願いいたします。

賛助会員募集中

・企業・団体様 …１口 10,000 円／年
・個人様 …１口 3,000 円／年

◆協力団体
＊Over Cancer Together 〜がんを共にのりこえよう〜
＊ＮＰＯ法人キャンサーネットジャパン
＊国立がん研究センターがん対策情報センター

問合せ先

・サバイバー（がん患者）…１口 1,000 円／年

080-8908-2108

払込先名称【NPO 法人くまがやピンクリボンの会】

kumagaya.pinkribbon@gmai.com

【ゆうちょ銀行から】

・預金種目／普通預金 ・記号 ／１０３５０ ・番号 ／７９９２６２０1

【他金融機関から】

・店名／〇三八（ゼロサンハチ）・店番／ ０３８
・預金種目／普通預金 ・口座番号／ ７９９２６２０

【振替口座への振込】
・口座記号番号／０１２０-９- ７２９３５６

サバイバー（がん体験者）の経験が
みんなの希望に変わる。

https://www.facebook.com/pinkribbonkumagaya
ホームページ

NPO 法人くまがやピンクリボンの会

NP O 法人くまがやピンクリボンの会公認
ラインスタンプ「マンマちゃん」

検索

NP O 法人くまがやピンクリボンの会
202 1 年10 月発行

NP O 法人くまがやピンクリボンの会とは？
くまがやピンクリボンの会は 200 8 年5月埼玉県熊谷市に市民活動
団体として設立。201 6 年 4月にNP O 法人としての認証を受けまし
た。活動のビジョンは「乳がんの早期発見、早期治療につながる
検診率向上」というもので「いつ自分に起こるかわからない」、
乳がんを自分や家族の問題として意識してほしいと願い、活動して
います。マンモグラフィーによる検診では先進諸外国では約80％に
対し、日本では R 元年 47.4％、埼玉県では 15.2％。県北では
熊谷市 16.4％、行田市 14％、深谷市 14.6％、本庄市 18.1％、
美里町 25.6％、秩父市 10.5％、加須市 17.4％、羽生市 13.1％、
鴻巣市 17.8％というのが直近の数字になっています。

がん教育「生命（いのち）の授業」

平成2 6 年度から埼玉県初のがん教育「生命（いのち）の授業」を
開始。がん教育の目的（目指すもの）
は、
「がんを正しく知る」
「
、健康
と命の大切さを気づかせる」の2 点です。副次的効果として、子ども
が家族等に「がん検診を勧める」点が顕著に検診率アップとして
反映されています。8 年目の現在、熊谷市・行田市委託事業とし
て各小中学校、児童生徒、PTA を対象に実施しています。また、
埼玉県立高校、専門学校、短大、子育て支援センター、支援学校、
越谷市、嵐山町の各中学校の要望を受け授業が行われています。

目的と活動

Doctor 顧問医・顧問薬剤師紹介

サバイバー（がん患者）の
情報交換、交流の場を
つくります。
熊 谷 市 市 民 活 動 支 援センター、
亀田 京 橋サロン（亀田 京 橋クリ
ニック内）、本庄・美里支部、で
毎月、がん体験者の集まりサバイ
バー茶話会を開催しています。
ピアサポーターは、ピアサポート
するために認定 NPO 法人乳房健
康 研 究 会ピンクリボンアドバイ
ザー資格を取得しています。
※再発患者会 奇数月第 4 木曜日
（熊谷市市民活動支援センター）

毎年1 0 月開催
「ピンクリボン・デーinくまがや」

乳がん検診率のアップ。
検診率 100％を目指します。
学校教育の場に
「がん教育」の普及。

埼玉県初のがん教育「生命（い
のち）の授業」は 2014 年から
始め、熊谷市、行田市の委託事
業として小中学校で授業を実施
しています。

サバイバーとその家族への
精神的ケア。
医療の最新情報の提供。

日本乳癌学会、日本乳癌検診学会、
日本臨床腫瘍学会等へ出席。

乳がんセミナー開催、
イベントへのブース出展等

熊谷市役所に啓発懸垂幕寄付

Mission

ピンクリボンライトアップ

乳がんの早期発見、

早期治療につながる検診率向上に向け、
あらゆる努力と啓発、

たゆまぬ前進をして行きます。

熊谷市 妻沼聖天山

ピンクリボン
オリジナルグッズ販売

広がるピンクリボン支援自動販売機
各企業様、施設・学校様のご協力を得てオリ

ジナル自販機が埼玉県内に設置されています。
売上金の一部は日本対がん協会と当会の啓発
活動費に充てられます。

（202 1年10 月現在 6 0ヵ所設置）

オーナー様募集中

詳しくは当会メンバーに
お尋ね下さい。

毎年 10 月の世界的なピンク
リボン月間に掲示されます。

行田市 忍城

熊谷市の国宝妻沼聖天様貴惣門と
行田市の忍城を毎年10 月ライトアッ
プしています。がん体験者を「サバ
イバー」と呼びますが、
「どんな困難
にも耐え抜いて生ききって欲しい」、
「がんと共に自分らしく生きる」、ピ
ンク色の光はそんな希望の光です。

・ピンクリボンバッヂ 300 円
・クリアファイル 100 円
・ピンクリボン
ネコクリップ 250 円
・ピンクリボンマグネット 500 円
・乳がん体感モデル
イプ 1,000 円
ホームページからもご注文
いただけます。

Doctor 顧問医

乳癌認定医、癌治療認定医の先生方です。

・黒住 昌史 先生

亀田メディカルセンター乳腺科・病理 乳腺病理部長
埼玉医科大学総合医療センターブレストケア科教授
NPO 法人埼玉乳がん臨床研究グループ名誉理事長

・堤 晴彦 先生

埼玉医科大学総合医療センター病院長（川越市）

・福間 英祐 先生 乳腺科 主任部長

亀田メディカルセンター（千葉県鴨川市）
亀田京橋クリニック（東京都中央区京橋）

・中村 信一 先生
・中川 彩 先生

・山下 純男 先生
・竹内 幾也 先生
・松本 裕史 先生
・中山 政美 先生

熊谷総合病院院長（熊谷市）
熊谷総合病院 乳腺外科（熊谷市）
こくさいじクリニック 院長
（深谷市）
たけうちクリニック院長
（鴻巣市）
羽生総合病院院長
（羽生市）

医療法人うぶごえ会 ティアラ 21 女性クリニック院 長（熊谷市）

顧問薬剤師
・富岡 伸夫 先生

トミオカ薬局（熊谷市）

ＩＰＵ（イプ）
アメリカ対がん協会から特別に許可を頂き手作り、販売をしてい
ます。乳がんの硬さと大きさを表しています。乳がんに限らずほと
んどのがんは 1c mになるのに10 年かかります。けれども検診では
５㎜の大きさ（早期発見）
で見つける
ことができます。
直径1㎝のがんには約10 億個のがん
細胞があります。細胞１つの大きさ
は約10 ミクロン
（１㎜の10 0 分の１）
・1,000 円
（税込）

乳がん対策の第 1 歩！おうちで簡単 、自己チェックのすすめ！
乳がんは、いくつもある「がん」の種類の中で唯一自分で発見できる
がんです。月に１度、生理から 1 週間〜 10 日後に行いましょう。

指の腹でのの字を描くように。乳首をつまんで分泌液が出ないか確かめましょう。

