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公益財団法人 がんの子どもを守る会 



――毎年2月15日は「国際小児がんの日」です。 
 
 

毎年世界中で17万5千人もの子どもたちががんと診断され、 

そのうちのおよそ9万人の子どもたちが幼い命を奪われています。 

 

こうした厳しい現実を知ってもらう目的で、 

国際小児がん親の会連盟（ICCCPO）は、 

毎年2月15日を「国際小児がんの日」とし、 

2002年以来、世界中の団体と連携して 

さまざまなキャンペーンやイベントを実施しています。 

 

当会もこの趣旨に賛同し、2011年度よりこの日に合わせて、 

小児がんの現状が書かれたカードを全国に配布・設置し啓発に 

努めてまいりました。 

 

2013年度は、2013年2月1日～3月14日を「国際小児がん月間」

と設定して、本部・支部一体となって全国一斉の小児がん啓発 

キャンペーンを新たに展開しました。 



チラシを2万7千部作成し、 
当会の会報誌「のぞみ」が発送される10月と2月に 
全国に配布しました。 



国際小児がんの日オリジナルTシャツ 
 
当会でオリジナルTシャツを制作。大人サイズは2,000
円以上のご寄付で1枚、子どもサイズは1,000円以上の
ご寄付で1枚の頒布をしました。 
 
合計約900枚のご協力を得ました。 

サイズ展開 
 
100 ／ 120 
 
S ／ M ／ L 
 
の5サイズ 



啓発カード 
個人の方はじめ、全国の自治体や医療機関、教育機関
など様々な場所に配布と設置をいたしました。合計約

36,000枚のご協力を得ました。 



準備には、多数のボランティアさんにご協力いただきました 

全国からオリジナルＴシャツと 
啓発カードのお申し込みをいただきました。 

http://blog.canpan.info/nozomi/img/E3839FE383ABE38395E382A3E383BCE383A6E4BD9CE6A5ADEFBC91.JPG
http://blog.canpan.info/nozomi/img/E3839FE383ABE38395E382A3E383BCE383A6E4BD9CE6A5ADEFBC92.JPG


プレスリリース先 







主なメディアリリース先（当会本部より） 

• 厚生労働省記者クラブ 
• NHK 報道局社会部 
• NHK 放送首都圏放送センター 
• 毎日新聞社 編集編成局社会部 
• 朝日新聞社 東京本社科学医療グループ 
• 朝日新聞社 企画事業本部 
• 日経BP社 日経メディカル別冊編集 
• 讀賣新聞 東京本社編集局医療情報部 
• 讀賣新聞 編集編成局医療情報部 
• TBSテレビ 報道局解説室 
• テレビ東京 報道局取材センター 
• テレビ朝日 報道局「報道ステーション」 
 

取り挙げのあったメディア（当会本部） 
毎日新聞社（以下記事） 



取り挙げのあった主なメディア（当会支部） 
 
・宮城支部 
 宮城県ホームページ、河北新報 
 
・福島支部 
 福島民友新聞社・福島民報新聞社 
 
・富山支部 
 中日新聞（紙面／WEB） 
 
・福井支部 
 毎日新聞、福井テレビ 
 
・岡山支部 
 山陽新聞（紙面／WEB） 
 
・九州北支部 
 西日本新聞 
 
・九州西支部 
 KTNテレビ 
 
・鹿児島・宮崎支部 
 朝日新聞（紙面／WEB） 
 
 



支部でのイベント 



北海道支部 
 

2/27（木）～28（金） 
北海道庁 

展示の様子 

小児がんについてのお話しを
しました。 



宮城支部 
 

2/23（日） 
サンモール一番町商店街 

仙台市内の中学校の外国語指導助手（ALT）の皆さんが、寒い中、ボラン
ティアで「さんぽ」や「上を向いて歩こう」などをアカペラで1時間も続け
て歌い、活動に協力して下さいました。 
その他、宮城県庁のがん対策班班長さんも活動に加わって下さいました。 

2月23日河北新報（宮城県内版） 



福島支部 
 

3月7日（金） 
福島県立医科大学附属病院内 

病院内での活動風景 

新聞記事 

病院から机や椅子、須賀川養護学校医大分校からパネルボー
ドをお借りし、子どもたちの作品掲示や資料・会報などを並
べました。 
 

http://blog.canpan.info/nozomi/img/E7A68FE5B3B6E694AFE983A8.jpg


富山支部 
 

2/15（土）イオンモール高岡 

イオンモール高岡さまのご協力より活動をいたしま
した。 
 
富山支部の活動は県知事名入りで後援をいただくこ
とができました。 
 
ボランティアさんを募集したところ、医学生、看護
学生さんが14名参加してくださいます。 
当日は、大いに声をあげ、今も闘っている子ども達
や家族のためになれば！と。 
 



新潟支部 
 

2/15（土）新赤倉スキー場 
ホテルMOC 

大雪のため、ホテル内での募金活動と啓発カード及
びオリジナルティッシュ配布。 
 
 

ホテルからの風景 



関東支部 
 

JR大宮駅西口 

雪解けで肌寒い日でしたが、道行く人々のご厚意を
感じながら500人ほどの方に啓発カードとオリジナ
ルティッシュをお渡ししました。 

http://blog.canpan.info/nozomi/img/140222_1121~01.jpg


静岡支部 
3月15日（土） 

  ・静岡市の青葉公園 
・JR三島駅南口 

青葉公園 
12:30からスタートし、啓発カードとオリジナルポ
ケットティッシュの配布をしました。 
 
JR三島駅南口 
11:30～12:30の間、啓発カード・ポケットティッ
シュの配布の他、募金活動も行いました。 



東海支部 
2月15日（土） 
 ウインクあいち 

ウインクあいちの会議室をお借りし、 
 
■映画「四つの空いのちにありがとう」上映 
 
■小児がんに関わる質疑応答 
 
を行いました。 
 
ご参加された皆さまからは募金をお預かりいたしま
した。 



関西支部 
 
2月15日（土）近畿小児がん研究会 
2月21日（金）大阪市天王寺 

2月15日は近畿小児がん研究会の会場をお借りし
て、啓発活動を行いました。 
2月21日は、推古天皇元年（593）に建立された
日本仏法最初の官寺である四天王寺にて、啓発活
動や募金活動をさせていただきました。 

四天王寺 



福井支部 
 

 ・2/15（土）アピタ福井大和田店 
・2月いっぱい 福井県済生会病院 

福井県済生会病院とコラボした「ゴールドリボンツリー」 
福井テレビのニュースでも取り上げられました。 

活動風景 

新聞記事 

http://blog.canpan.info/nozomi/img/E7A68FE4BA95E694AFE983A81.JPG


岡山支部 
 

2月15日（土）JR岡山駅前 

活動風景 

新聞記事 

http://blog.canpan.info/nozomi/img/E5B2A1E5B1B1E694AFE983A8E5B9B9E4BA8BE3839CE383A9.jpg
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愛媛支部 
 

2/16（日） 
（株）フジ フジグラン重信 

地元、東温市のイメージキャラクター「いのとん」も駆けつけてくれました 

募金鍋 



広島支部 
1月31日 

広大医学部 広仁会館（難病
医療従事者研修会） 

研修会の会場で、募金活動や啓発カードの配
布をいたしました。 
 
会場にはのぼりを立てて目立つようにしまし
た。 
 
啓発カードにより、小児がんについての関心
が高まることを期待します 



高知支部 
 

2/15（土）ＪＡ高知病院  

ＪＡ高知病院にて、国際小児がんの日啓発キャンペーンと高知小児がん
フォーラムを開催しました。キャンペーンを会場入り口で行う予定でしたが、
大風のため、フォーラム会場ロビーで行いました。 
 

活動風景 



香川支部 
2月19日（水） 

四国こどもとおとなの 
医療センター 

 

活動の様子 

http://blog.canpan.info/nozomi/img/PhotoGrid_1392803577589.jpg


九州北支部 
 

①3/1（土） ゆめタウン久留米 
②3/9（日） ゆめマートうきは 

スタッフと、ボランティアさんのご協力ともに 
活動を行っていると、さらに「私達も手伝われ 
て下さい。」と、中学生二人も飛び入り参加で 
お手伝いくださいました。 

新聞記事 

  ゆめタウン久留米   ゆめマートうきは 

福岡県からノベルティのご支援を頂きました 

http://blog.canpan.info/nozomi/img/E4B99DE5B79EE58C973E69C881E697A5E696B0E8819EE8A898E4BA8BE291A1.jpg
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九州西支部 
 

2/15（土）ゆめタウン夢彩都  

長崎港に程近い大型商業施設の正面玄関で啓発活動と募金活動を行いま
した。 
 
活動には、小児がん経験者、家族、幼児～中学生ボランティア、長崎大
学病院ソーシャルワーカー、長崎県医療政策課、支部会員等総勢15名の
皆さんにご協力いただきました 



鹿児島・宮崎支部 
 
①2/15（土） 山形屋前丸の広場 
②2/22（日） 宮崎市橘通り 

鹿児島での活動 

宮崎での活動 

http://blog.canpan.info/nozomi/img/E69C9DE697A5E696B0E8819E2E69C8816E697A5.jpg
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本部でのイベント 
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 ・有楽町駅前  
      2月15日／3月4日 

 ・横浜みなとみらい 
      2月12日 
   

東京有楽町駅前での活動風景 

神奈川 横浜みなとみらいでの活動風景 

大阪難波高島屋前での啓発募金活動 
2月25日 
 
難波高島屋前で啓発カード、オリジナルティッ
シュの配布や募金活動をしました 

http://blog.canpan.info/nozomi/img/E68CBFE585A5E291A3.JPG
http://blog.canpan.info/nozomi/img/E68CBFE585A5E291A4.JPG
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国際小児がんデー 
の集い 

2月15日 
 

千葉県の美浜区にある三陽メディアフラワーミュージアムにて、
NPO法人ミルフィーユ小児がんフロンティアーズと共催にて、
国際小児がんデーの集いを開催いたしました。 

啓発カードをつけた1000個の風船が一斉に空に飛び立ちました。 

ちーば君 

会場内での展示 WEBの記事 

http://blog.canpan.info/nozomi/img/EFBD89EFBD83EFBD83EFBD84EFBD83EFBD88EFBD89EFBD82EFBD81.JPG
http://blog.canpan.info/nozomi/img/CIMG2171.JPG
http://blog.canpan.info/nozomi/img/CIMG2220.JPG


ご支援について－いくつか紹介します 

明治安田生命 営業人事部の皆さまは、オリジナルTシャツを多数
ご希望くださいました。そしてそれを着用して本社ロビーにて啓発
カード1000枚の配布をしてくださいました。 

オリジナルTシャツのご支援 
 
多数の個人さまはじめ、企業でも社員さまのご支援をいただ
き多数ご協力くださいました。 
 
主な企業さま、団体さま 
 明治安田生命相互保険会社 営業人事部 
 サノフィ株式会社 
 アイエヌジーバンク エヌヴィ東京支店 
 ウェルズ・ファーゴ銀行 
 京都府立医科大学 小児科 
 大阪府立母子保健総合医療センター血液・腫瘍科 
 NPO法人こども医療ネットワーク 
 第一生命保険株式会社 コールセンター統括部 
 他 

 
啓発カード配布のご支援 
 
公的機関、医療機関や教育関係はじめ、多数の方にカード

の配布と設置をいただきました。 



終わりに 

本年は、当会で初めて全国一斉の国際小児が
んの日キャンペーンを開催いたしました。で
きる限りたくさんの方に小児がんのことを
知っていただく機会をと思い、本部と支部で
様々な活動をいたしました。 
 
1か月間のキャンペーンでしたが、本当に多く
の方の支えやご支援をいただくことができた
と実感しており、大変感謝しております。 
 
そして何より、この機会を通じてこれまでご
支援いただいていた皆さまと更に深いつなが
りができたこと、そして新しいご縁ができた
ことは当会にとっての財産となりました。 
 
今後も小児がんの患児家族のために、鋭意活
動をしてゆきたいと思いますので、今後とも
ご支援いただきたくお願い致します。 
 
国際小児がんの日のキャンペーンへのご協力、
ありがとうございました。 
 
公益財団法人  
がんの子どもを守る会 一同 



〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-3-12 
Tel 03-5825-6311（代表） Fax 03-5825-6316  

URL http://www.ccaj-found.or.jp  
E-Mail  nozomi@ccaj-found.or.jp 

公益財団法人 がんの子どもを守る会 


