
地域 行事の名称 主催 開催日 開催場所 問合わせ先

第51回がん予防道民
大会inたきかわ

北海道、滝川市、北海道
健康づくり財団、北海道対
がん協会

11日（金） たきかわ文化センター
北海道対がん協会
011-748-5518

乳・子宮がん検診時
がん模型展示

奈井江町 19日（土） 奈井江町公民館
奈井江町保健センター
0125-65-2131

乳がん・子宮がん検診 長沼町 20日(日)
長沼町総合保健福祉
センターりふれ

長沼町総合保健福祉
センターりふれ
0123-82-5555

日曜日に乳がん検査を
受けられる日です。

NPO法人　J.POSH 20日(日) 深川市立病院
0164-23-2732

地域連携室

胃・肺・大腸がん検診時
がん模型展示

奈井江町
20日（日）、
21日（月）

奈井江町公民館
奈井江町保健センター
0125-65-2132

がん検診促進
ニコニコキャンペーン

北海道医療センター
9月1日（日）～

31日（木）
北海道医療センター 北海道医療センター

がん予防啓発パネル展 札幌東徳洲会病院
1日（火）～
31日（木）

札幌東徳洲会病院 011-722-1110

札幌市がん対策
普及啓発キャンペーン

札幌市がん対策普及啓発
キャンペーン実行委員会

10日（木） Air-Gスタジオ
札幌市保健所　高橋
（011-622-5151）

わたしらしく生きる
　ONE DAY SEMINAR

～しなやかな心
レジリエンスを学ぶ～

若年性乳がん
サポートコミュニティ

Pink Ring北海道branch
13日（日）

札幌市男女共同
参画センター

大研修室

若年性乳がん
サポートコミュニティ

Pink Ring 北海道 branch
(090-5953-2942)

手稲渓仁会病院がん公開講座
～パンキャンジャパンアフィリエー

ト膵がん勉強会～

手稲渓仁会病院
パンキャンジャパンアフィリ
エート北海道支部（共催）

14日（月）
13；00～
（予定）

かでる２．７
がん相談支援センター

担当：星野
011-685-2976

札幌市がん対策
普及啓発キャンペーン

札幌市がん対策普及啓発
キャンペーン実行委員会

14日（月）
～22日（火）

さっぽろ地下街
オーロラスクエア

札幌市保健所　高橋
（011-622-5151）

市民向け健康講座 北海道医療センター 15日（火） 北海道医療センター 北海道医療センター

令和元年度がん及び生活
習慣病対策推進会議

北海道
(公財）北海道対がん協会

16日（水） ホテルポールスター札幌
北海道対がん協会
011-748-5511

パールリボンキャラバン
2019in札幌

肺がんをみんなで学ぼう
～肺がんと向き合うために～

北海道肺がん患者と家
族の会

19日（土）
TKPホワイトビル
CCホール２B

北海道肺がん患者と家族の会
（090-8634-5461）

マンモサンデー 市立札幌病院 20日（日） 市立札幌病院 経営企画課企画担当係

市民向け健康講座 北海道医療センター 30日（水） 北海道医療センター 北海道医療センター

がん予防普及啓発展示 恵庭市 10月下旬 図書館
恵庭市保健センター

25-5700

岩内保健所
がん予防パネル展

岩内保健所
1日（火）～
31日（木）

岩内保健所
岩内保健所

企画総務課企画係
0135－62－1537

ピンク･リボン
ファミリーイベント

ピンク･リボンファミリー 20日（日） ウィングベイ小樽
小樽市保健所健康増進

課
０１３４-２２-３１１１

乳がん啓発パネル展 苫小牧市
1日（火）～
4日（金）

苫小牧市役所1階ロビー
0144-32-6410

（苫小牧市健康支援
課）

ピンクリボン
ライトアップ事業

苫小牧市
1日（火）～
31日（木）

苫小牧信用金庫本店
0144-32-6407

（苫小牧市健康支援
課）

道民健康づくり推進
週間パネル展

北海道室蘭保健所
3日～9日
（予定）

むろらん広域センタービル ０１４３－２４－９８４４

乳がん市民公開講座
三井住友海上
あいおい生命

5日（土）
苫小牧市民会館

3階小ホール

0144-32-6410
（苫小牧市健康支援

課）

がんサロン 王子総合病院 ８日（火） 王子総合病院
王子総合病院

がん相談支援室

がんサロンはぁと
社会医療法人

製鉄記念室蘭病院
9日(水)

午後1：00～

製鉄記念室蘭病院
　がん診療センター2階

患者図書室はぁと

がん相談支援センター
☎0143-47-4337

石
狩

後
志

胆
振

がん等の発症予防、重症化予防、治療にかかる情報を
ポスター、資料等により地域住民へ発信する。

岩内保健所正面玄関にがん予防パネルを設置し、来所
者への普及啓発を行う。

乳がんの正しい理解を広めるための講演会

乳がんの普及啓発

小中学生から送付してもらったがん予防につながる標語
の展示

行事の概要

北海道がんセンター　院長　加藤秀則氏、NPO法人がん
ノート　代表理事　岸田　徹氏による講演等により、道民
にがん予防の重要性について普及啓発を図る。

乳がんの普及啓発

・すい臓がんに関する予防・治療に関する情報提供
・参加者、医療者による茶話会

市町村、事業所等のがん検診担当者に対して、がん及びがん検診
に係る講演、情報提供を行う。
（講演内容）
「乳がん最前線から紐解く乳がん検診の今後の方向性」
北海道がんセンター　副院長　高橋　將人氏

がん予防に関する知識等の普及啓発展示

がん検診実施の際、乳・子宮がん模型を展示し、がん検
診受診継続の動機づけを行う。

検診会場に「乳がん触知モデル」の展示。
各種がん検診勧奨リーフレットの配布。

令和元年度（2019年度）　北海道がん征圧・がん検診受診促進月間　関連行事一覧

がん検診実施の際、胃・肺・大腸がん模型を展示し、が
ん検診受診継続の動機づけを行う。

がん検診料金を通常よりも22％割引とし、検診を促進す
るキャンペーンです

婦人科医師より「子宮頸がん・子宮体がん検診」につい
て、がん化学療法認定看護師より「乳がん検診」につい
て、市民向けにわかりやすく講演します

ミニ講座・情報交換会

当院でのがん検診やがんへの取組みをパネル展示にて
来院者に啓蒙する

日曜日に乳がん検診を受けれるようにすることで、平日
に受けられない人の受診を促す

がん患者さんとその家族同士のふれあい等

【10月】

20歳以上の女性を対象にマンモグラフィー検査の実施
(通常より検診費用を減免し、5,000円税込とする)

乳房触診モデルを使用した自己検診の方法を啓発
乳がんに関するクイズ実施による啓発

空
知

乳がんの正しい知識の学びやアロマを通しての癒し、グ
ループワークが行われる講演会

肺がん患者や家族をはじめとする市民が肺がんについて
学べる講演会

呼吸器内科医師より「肺がん」について、市民向けにわ
かりやすく講演します

Air-Gのラジオ出演を通じて、がん対策に関する事業所
の取組を紹介
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地域 行事の名称 主催 開催日 開催場所 問合わせ先行事の概要

令和元年度（2019年度）　北海道がん征圧・がん検診受診促進月間　関連行事一覧

【10月】

がんサロン
「ひまわりの会」

市立室蘭総合病院 16日（水）
市立室蘭総合病院

南棟２階
地域連携室
０１４３-２５-２２４１

第54回
市民公開がんセミナー

社会医療法人
製鉄記念室蘭病院

23日(水)
午後3：00～

製鉄記念室蘭病院
　がん診療センター

3階大講堂

事務部経営企画課
☎0143-47-4404

ジャパン・マンモグラ
フィー・サンデー

市立室蘭総合病院
ＪＭＳプログラム

27日（日）
市立室蘭総合病院

外科外来

医事課
０１４３-２５-３１１１

内線２２６６

日高町健康まつり
日高町健康まつり実行委員会

（日高町） 20日（日） 門別総合町民センター
日高町健康増進課

日高総合支所地域住民課

楽しいぱくぱく食育教室
新ひだか町保健福祉センター
健康生活部健康推進課保健
指導グループ

21日（月） こうせい児童館 ０１４６－４２－１２８７

ピンクリボン（乳がん撲滅）
キャンペーン

道南乳腺疾患研究会
函館市

渡島保健所
１日（火） 五稜郭タワー

道南乳腺疾患研究会事務局
0138-34-4460

ピンクリボンフェスタ
２０１９ in 函館

（主催）ピンクリボン in 函館 Ｔｅａ
ｍ ＰＩＮＫ！
（共催）東京海上日動火災保険、
東京海上日動あんしん生命

1日（火）
函館コミュニティプラザ

Ｇスクエア
（シエスタ函館４階）

ピンクリボン in 函館 Ｔｅ
ａｍ ＰＩＮＫ！
代表：川村
080-1876-6626

がん情報発信イベント
「図書館deがん情報発信」

七飯町
1日（火）

～14日（月）
地域センター図書室
大中山コモン図書室

七飯町保健センター
0138-66-2522

図書館deがん情報発信 北斗市
1日（火）

～27日（日）
北斗市立図書館

北斗市役所
民生部保健福祉課
（0138）73-3112

町民医学講座
大腸がん

渡島医師会
七飯町

2日（水） 七飯町保健センター
七飯町保健センター
0138-66-2522

図書館ｄｅがん情報発信
～がんになったら？～
ｉｎ　函館市中央図書館

函館市、がん相談支援センター
（市立函館病院、函館五稜郭病
院、国立病院機構函館病院、函
館中央病院）

14日（月・祝） 函館市中央図書館
健康増進課

0138-32-1532

乳がん・子宮がん検診 知内町 24日（木） 知内町保健センター
知内町保健センター
01392-5-3506

乳がん市民公開講座
道南乳腺疾患研究会、

エーザイ株式会社
26日（土）

ホテル法華クラブ函館
２階ブリリアンホール

道南乳腺疾患研究会
事務局
0138-34-4460

がん予防パネル展 上川保健所
2日（水）～
11日（金）

上川合同庁舎
大雪カムイミンタラホール

上川保健所
企画総務課企画係

保健推進員運動学習会
美深町保健福祉課
保健福祉グループ

２日（水） 保健センター
美深町保健センター　保健師

01656-2-1685

市立旭川病院まつり 市立旭川病院 ６日（日） 市立旭川病院

市立旭川病院
地域医療連携課　事務
0166(24)3181

ピンクリボン運動教室（仮） 東神楽町 8日（火）
東神楽町

ふれあい交流館

東神楽町健康ふくし課
健康推進グループ
0166-83-5431

ジャパン　マンモフラフィー　サンデー

認定NPO法人J.POSH（日
本乳がんピンクリボン運動）
の呼びかけによる。

２０日（日） 市立旭川病院

市立旭川病院
健診センター
0166(24)3181

ピンクリボン活動
「知ってほしい」乳がん

旭川厚生病院 ２１日（月）
旭川厚生病院

別館講堂
旭川厚生病院

がん相談支援センター

医療従事者向け
公開講座ｉｎ士別

旭川厚生病院 ２３日（水） 士別市立病院
旭川厚生病院

地域医療連携室

令和元年度がん及び生活
習慣病対策推進会議

北海道
(公財）北海道対がん協会

24日（木） 旭川クリスタルホール
北海道対がん協会
011-748-5511

留萌地域エンパワメント
協議会フォーラム

（ピンクリボンキャンペーン）
留萌地域エンパワメント協議会 ５日（土）

初山別村
自然交流センター

０１６４－４２－８４３０

総合健診 増毛町 20日（日） 増毛町保健センター ０１６４－５３－３１１１

ピンクリボンキャンペーン
パネル展

留萌保健所
21日（月）～
27日（日）

留萌振興局
１階道民ホール

０１６４－４２－８３２６

食生活展での健診周知
浜頓別町役場保健福祉課

健康づくり係

9月2日（月）～
4日（金）

（土・日・祝日除く）
役場１階町民ホール

浜頓別町役場保健福祉課
健康づくり係

日
高

渡
島

上
川

姫トレや家でできる簡単とレーニングなど

がん予防、がん検診受診促進、がん相談支援センター等の普及啓発
（パネル展示、DVD上映、肺モデル展示、各種リーフレット、ティッシュ配布）

図書室にがん関連のブースを設け、おすすめの書籍、
保健事業カレンダー、がん関連パンフレットを設置する

乳がん・子宮がん検診を実施し、会場にがん征圧月間
ポスター、禁煙推進ポスターを掲示するとともに、受診
者全員にパンフレット、チラシを配布する

乳がんについて外科・消化器外科長の東海林医師が講演

がん患者と家族が学びを得たり、不安や辛さを話すこと
ができる会

来場者１人１人に乳がんの知識を正しく理解してもらい、乳がんの早
期発見・早期受診、函館市のがん検診受診率向上につなげることを
目的として開催。（内容：栄養セミナー、ピンクリボンヘルシーカフェ、
「函館市のがんの現状について」の発表など）

保健推進員の学習会として健康教育の実施

J.M.Sプログラムに協賛して，１０月第３日曜日（今年は２
０日）に乳がん検診を実施する。

がん診療連携拠点病院の未整備圏域における医療従
事者向けセミナー

第1部　医師による講演
第2部　町民による体験談

がんの予防と、がんの相談窓口や治療などについて同
時に学ぶことができるイベントの開催。
（「講演会」、「回廊展示」、「ラック展示」）

乳がんの検診率向上と地域内での早期発見、早期治療
を目的とした、市民に向けた市民公開講座（講演）の開
催。

乳がんに関する普及啓発を行い、セルフチェックや検診
受診者の増加を促す

市町村、事業所等のがん検診担当者に対して、がん及びがん検診
に係る講演、情報提供を行う。
（講演内容）
「検診で見つかる肺がん」
旭川医科大学　呼吸器センター　教授　大崎　能伸氏

胃がん・肺がん・大腸がん・特定健診の同日実施
がん予防等に関するパンフレットの配布、ポスターの掲示

乳がんに関する普及啓発を行い、セルフチェックや検診
受診者の増加を促す

健診受診者増加へ向けた健診の普及啓発・周知を実施

病院まつりにおける取組として，なんでも相談会（がん相
談を含む。）や栄養士による減塩のアドバイスを行う。

北斗市立図書館において、図書館司書や保健師が推
薦するがん関連図書の展示とがん相談支援センターの
紹介や北斗市のがん検診の案内を行う

がんコーナーを設置しがん模型やパンフレットの展示、大
腸がんクイズラリーコーナー設置、健康相談を実施

乳がんの正しい知識を広め、健診の大切さと共に早期
発見・治療を推進する市民向け公開講座

地域のランドマークである五稜郭タワーをピンクにライト
アップし、乳がん検診を啓発する。

多忙な女性のための日曜日乳がん検診

食育推進計画の一環で実施しており、町内児童館・学童保育を利用している
小学生を対象に、栄養・歯科・保健の分野で健康教育を実施。
今年度保健編は「がんのひみつ」をテーマに実施している。

留
萌
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地域 行事の名称 主催 開催日 開催場所 問合わせ先行事の概要

令和元年度（2019年度）　北海道がん征圧・がん検診受診促進月間　関連行事一覧

【10月】

レディース検診
（乳がん・子宮がん検診）

猿払村保健福祉課 1日（火）
猿払村保健

福祉総合センター
猿払村保健福祉総合センター

　電話01635-2-2040

がん対策パネル展 稚内保健所
2日（水）～
10日（木）

稚内駅（道の駅キタカラ）
稚内保健所

　TEL 0162-33-2990
（係直通）

第49回くらしをみなおす
「消費生活展」

稚内市 5日（土） 稚内副港市場
稚内市 生活福祉部

健康づくり課

Pink Ribbon in おびひろ 帯広市
1日（火）～
31日（木）

市内各関係機関 帯広市健康推進課

休日がん相談会 帯広厚生病院 6日（土）
帯広厚生病院

　がん相談支援科

がん相談支援科
0155-65-0101

（内線2124）

こころの健康講演会
芽室町保健福祉課

保健推進係
12日（土） めむろーど

保健福祉課保健推進
係

0155-62-9724

がん患者サロン
「エンポックル」

帯広厚生病院 16日（水）
帯広厚生病院
セミナールーム

がん相談支援科
0155-65-0101

（内線2124）

ちゃんと知ってほしい、
女性の「がん」のこと

inまくべつ

幕別町
とかち女性がん患者の集

いプレシャス
27日（日） 札内コミュニティプラザ

幕別町健康推進係
0155-54-3811

令和元年度がん及び生活
習慣病対策推進会議

北海道
(公財）北海道対がん協会

28日（月） 帯広市役所
北海道対がん協会
011-748-5511

オ
ホ
ー

ツ
ク

健康まつり
北見市、北海道北見保健
所、北見医師会、北見歯科
医師会、北見薬剤師会等

１０月6日（日） 北見市民会館
健康推進課
２３－８１０１

ピンクリボンキャンペーン 市立釧路総合病院 １日（火） 市立釧路総合病院
0154-41-6121

（内1330）

くしろ健康まつり２０１９
・釧路市
・釧路市国民健康保険
・釧路市地域医療協議会

6日(日)
9:00～15:00

釧路市観光国際
交流センター

釧路市
こども保健部健康推進課
0154-31-4524

出張！健康づくり教室 釧路町
８日(火)～
17日(木)
（内４日間）

釧路町内4地区会館

釧路町
健康福祉部こども健康課

健康推進係
0154-40-5213

食と健康まつり
・白糠町三師会
・白糠町町民保健推進委員会

19日(土)
9:00～10:45

白糠町社会福祉センター
白糠町役場
介護健康課健康相談係
01547-2-2171

健康づくり講演会
・白糠町三師会
・白糠町町民保健推進委員
会

19日(土)
11:00～12:10

白糠町社会福祉センター
白糠町役場
介護健康課健康相談係
01547-2-2171

令和元年度がん及び生活
習慣病対策推進会議

北海道
(公財）北海道対がん協会

29日（火）
（公財）北海道対がん協会

釧路がん検診センター
北海道対がん協会
011-748-5511

乳がん検診受診啓発のため、ポスターの掲示、模造紙
で作成したピンクリボンツリーの展示、女性中心のダンス
サークルによる公演等を行う

地域のがん患者さん・ご家族を対象としたミニ講座と談
話会　ミニ講座：笑いヨガ

生活習慣病予防に向けた普及啓発を目的に、ポスター
掲示やチラシ配布など

健康づくりの啓発と普及を図ることを目的に健康チェック等を実施。
その中で喫煙とがんに関するパネルを展示。また、今年度は健康
チェックコーナーで肺年齢チェック（スパイロシフト）等も行う。

宗
谷

十
勝

釧
路

市町村、事業所等のがん検診担当者に対して、がん及
びがん検診に係る講演、情報提供を行う。

地域住民を対象に、パネルの展示や大腸がんクイズラ
リーを実施することで、がん検診や健康に関する普及啓
発を行うほか、がん検診と特定健診を同時に実施する。

集団健康教育の参加者に「がん征圧月間」PRするととも
に受診勧奨行う。

【北見市】ピンクリボンの普及啓発活動
【保健所】リーフレット等を配布し普及啓発

乳がん・子宮がん検診会場にて、ポスター展示、パンフ
レット配布、模型展示を実施

がんを含めた健康増進に関するパネル展の開催

講演会を実施する際に併せて、がん予防や検診に関す
るポスターの掲示、パンフレットの配布を行う。

各種講演（がん治療、がん患者の就労、乳がん予防と
検診）と患者交流会やボランティア活動の周知

地域住民の皆さまを対象としたがん相談会の実施。平日は就
業されている方も休日を利用してがん相談会を受けられるよ
う開催します。仕事をしているご家族も

市町村、事業所等のがん検診担当者に対して、がん及びがん検診
に係る講演、情報提供を行う。
「がんの最新情報」
（公益）北海道対がん協会　釧路がん検診センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　所長　松浦　邦彦

健康づくりの啓発と普及を図ることを目的に講演会を実
施。今年度は受動喫煙による影響やCOPDがテーマ。が
んについての内容を含む。

市と関係機関が連携し、乳がん検診の啓発物の掲示、
ポスターの掲示、相談会の実施等を行う。
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