
「小さなチャリティ＆マルシェ」売上金の一部は
国立がん研究センターに寄付させていただきます。

ピンクリボントゥモロー2022 検索テレビ山梨「 Yamanashi PINK RIBBON TOMORROW 」事務局 TEL： 055-232-1118  平日9：30 ～ 18：30イベントのお問合せ

乳がんへの理解と、定期的な検診を。

多くの関わりが、大きな支えに。

PINK RIBBON TOMORROW 主な活動

乳がんになる割合が増え続けていることは、
職場や家庭や、未来に影響すること。 日本人女性が

乳がんになる
割合の推移

2008年・・・14人に1人
2013年・・・11人に1人
2017年・・・ 9人に1人

国立がん研究センターがん情報サービスがん登録・統計サイト／2020年発表統計より作成

この状況に、継続的な乳がん検診の大切さを呼びかけ、乳がんの存在する日常
を、社会全体で共有しようとアプローチするのが、PINK RIBBON TOMORROW
の活動。コロナ禍の影響で、がん検診全体の受診率が下がり、検診離れの懸念も
あることから、検診の啓発は重要な行動となっています。

キャンペーン名にある「TOMORROW」という言葉には、乳がんへ
の理解が広がり、明日はもっと、誰もが前を向いていける社会を実
現したいという願いが込められています。そして、あらゆる疾患が存
在する日常に寄り添い、その困難を理解し合っていく社会を、様 な々
形、様 な々意識で支え合っていく。そんな未来を描いて、ピンクリボ
ンに「TOMORROW」という言葉を添えました。キャンペーンのテー
マは「明日をもっと、大切に想う。」です。

PINK RIBBON TOMORROWというフィールドで出会う
「より良い社会に」という共通意識を、未来へ。

企業様・団体様によるサポート協賛

無料乳がん検診を受診する方々

このフィールドを、
より広く、深く、
育てていきます。

チャリティーイベントの参加者

全がん検診の呼びかけ

PINK RIBBON TOMORROW
=関わりのフィールド

無料乳がん検診 小さなチャリティ＆マルシェ
初診の方を対象に実施している「体験版・無料乳がん検
診」。10年以上の活動(前身：山梨ピンクリボンフェスタ)で、
延べ1,800人以上の検診を実施してきました。

100人の呼びかけCM
「Social voices CM」と題し、山梨県内の一般の方々、延
べ100人が出演する意識啓発のテレビCMを展開。出演の
話題から、乳がんについての会話が生まれることを目的にテ
レビ放送を続けています。また乳がん検診だけではなく、全
がん検診の大切さを呼びかけるテレビCMも放送中。

マルシェやリボンを結ぶチャリティに触れていただき、ピンクリ
ボンについての会話を増やすこと、乳がんや疾患への意識
を持ってもらうことを目的に開催。

毎年開催

今年の開催
場所：山梨県厚生連健康管理センター

3/13(日)
※すでに申し込みは締め切られています。

3/10(木)・11(金)・12(土)

場所：山梨県防災新館  県民ひろば

11:00～15:00

主催：㈱テレビ山梨／㈱エフエム富士／㈱山梨新報社　共催：㈱YSKe-com／㈱ユーティーワイ企画／JA山梨厚生連　協力：山梨県厚生連健康管理センター
後援：山梨県／山梨県医師会／一般社団法人甲府市医師会／公益財団法人山梨県健康管理事業団／山梨県美容業生活衛生同業組合／山梨県医療機器販売業協会

朝日新聞甲府総局／読売新聞甲府支局／毎日新聞甲府支局／認定NPO法人乳房健康研究会

一般個人の方々による検診の呼びかけ

11:00～15:00　会場：山梨県防災新館 県民ひろば 3.10（木）11（金） 12（土）

㈱アルソア慧央グループ　グローバルハウス　シャトー勝沼　生活協同組合パルシステム山梨　㈱ミラプロ

㈱オギノ　学校法人 C2C Global Education Japan　旭陽電気　コラニー　JA山梨厚生連
ジブラルタ生命 甲府支社　山梨スズキ販売㈱　よっちゃん食品工業㈱　㈱東日本イノアック

㈱石友　英雅堂グループハーブ庭園旅日記　大塚製薬㈱ニュートラシューティカルズ事業部　春日居サイバーナイフ・リハビリ病院　カトリホーム
キリンビバレッジ㈱　キンセイ食品㈱　㈱クロスフォー　㈱光・彩　㈱ササキ　トヨタカローラ山梨　中星工業㈱　日産プリンス山梨販売㈱

㈱ネオシステム　㈱ブリリアント　明和ホーム　山梨県保険者協議会　LIXIL不動産ショップ プライムホーム　LinKids

㈱OKITA不動産　㈱Katerial　国際ソロプチミスト甲府　東京海上日動火災保険㈱山梨支店　㈱トーレイ
㈱七保　富士観光開発　富士島建設㈱　m i d a s　（有）山中商事

アドヴォネクスト　アルバトロス竜王ゴルフ練習場　㈱ウエケン　エスティケイ　㈱桔梗屋　キヤノンメディカルシステムズ㈱　甲府警備保障　JAグループ山梨
住友生命保険相互会社 山梨支社　生活協同組合ユーコープ　誓いの丘イストアール　㈱中沢薬局　㈱はくばく　マルジン薬局北口店

山梨信用金庫　山梨日化サービス㈱　山梨ヤクルト販売㈱　竜王ラドン温泉　富国生命保険相互会社 甲府支社

ピンクリボンTOMORROWの活動は、サポート企業・団体の協賛金で支えられています。
主な活動：無料乳がん検診、小さなチャリティ＆マルシェ、啓発CMの放送 など

［ サポート企業・団体 ］



「小さなチャリティ＆マルシェ」売上金の一部は国立がん研究センターに寄付させていただきます。

ツリーリボンプロジェクト

みなさんのチャリティー参加が支えになります

オリジナルチャリティBOX

サポートランチプロジェクト

チャリティーリボンで飾ろう チャリティー
リボン
購入額は
自由

ピンクリボンでツリーを創るプロジェクトにご参加くだ
さい。リボンの購入費がチャリティーとなります。

sop

ぶどう棚の下のキッチンカー
がやってきます！旬の食材、地
元の食材を使った美味しさ
は、ランチの選択肢を広げて
くれるはず。ガパオライス、カ
レーからスープまでバリエー
ションも豊富です！

［ MENU ］
・ガパオライス・タコライス
・カレーライス
・無水トマトのミネストローネ
・天空かぼちゃのポタージュ
・米麹みその豚汁
・自家製ジンジャーエール

甲府エリアにもたくさんのファン
がいるパン屋さんが登場！八ヶ
岳の麓で焼いた、白神こだま酵
母と自然の恵みをたっぷり使っ
た、もっちり食感のボリューミーな
ソフトパンが味わえます！

［ MENU ］
・白神こだま酵母パン

11:00～15:00　会場：山梨県防災新館 県民ひろば
3 .10（木）11（金） 12（土）

(株)東日本イノアック提供 
※参加プレゼントは多数ご用意しておりますが、品切れの際は何卒ご容赦ください。

※扱いメニューは変更・完売になることがあります。

パネル展示乳がんに
ついて学ぶ

干支スポンジ
プレゼント

参加者
全員

駐車場のご案内

※駐車券をお持ちの上『生涯学習推進センター』もしくは『オープンカフェまるご
とやまなし館』にてイベントに来場いただいたことをお伝えいただき、無料化の
お手続きをお願いいたします。
※1時間無料の対象駐車場は防災新館地下駐車場のみとなります。近隣有料駐車
場についての無料・割引には対応しておりませんのでご注意ください。

台数に限りがあります。なるべく乗り合わせの上、ご来場ください。
「防災新館 地下駐車場」を１時間無料でご利用いただけます。

ご来場の皆様へ

○感染防止の為、マスクのご着用、新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA) の利用
をお願い致します。○手洗い、うがいの励行をお願い致します。○消毒用アルコールの設置
を致します。手指消毒にご協力ください。○入場規制を設ける場合がありますので、ご了承
ください。○ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。

安心してお楽しみいただくため、新型コロナウイルスの
感染拡大防止のために以下の通りご協力をお願いいたします。

テレビ山梨「 Yamanashi PINK RIBBON TOMORROW 」事務局　TEL： 055-232-1118  平日9：30 ～ 18：30
主催（株）テレビ山梨 ／（株）エフエム富士／（株）山梨新報社

甲州市

10日
12日

八ヶ岳シフォン工房　月のひるね

八ヶ岳シフォンケーキ専門
店。国産小麦や地鶏卵を使
い膨張剤は不使用。メレン
ゲの力だけで膨らませた “極
ふわしっとり”なシフォンケー
キが味わえます。この食感は
忘れられなくなるはず！

［ MENU ］
・八ヶ岳シフォン
・オリジナルプリン
・シフォンラスク など

北杜市 PUERTO

PUERTO(プエルト)キッチン
カー。東京でレストランを経
営した後、2020年富士北麓
に移住。地元の食材をメイン
に「身体を元気にする食
事！」をモットーに活動中。ラ
ンチにもピッタリ！

［ MENU ］
・いわしサンド
・薬膳カレー
・ハンドドリップコーヒー など

鳴沢村 Teeth

山梨県産の果物で丁寧に作
り上げたジャム。そして種類も
豊富な季節の焼き菓子が登
場。優しい焼き色を見てるだ
けでコーヒーやお茶を楽しみ
たくなります。おやつやおうち
時間のおともに、ぜひ！

［ MENU ］
・焼き菓子とジャム

昭和町

MeL　BakeShop
合成着色料を使わず、天然の
食品の色味を生かして丁寧
に焼いたアイシングクッキー
と、山梨のフルーツや野菜を
使ったアメリカンスイーツが美
味しい！北海道産小麦粉とバ
ターで体にも安心です！

［ MENU ］
・アイシングキッキー
・マフィン など

甲府市

10日
11日

11日
12日

10日
11日

cupdeli KU
昨年OPENしたばかりの
cupdeli KU(カップデリクゥ)
からは、イベント出店で人気
のメニューだけを集めたお弁
当とお惣菜が登場！さっぱり
程よい味付けのキンパと唐
揚げの相性は抜群です！

［ MENU ］
・お弁当
・からあげ
・キンパ など

笛吹市 移動するクレープ屋さん MofuMofu
クレープのキッチンカー。国
産小麦を使った特製オリジ
ナル生地が美味しい！その色
や香りだけでも甘ーい気分
にさせてくれます。ふわふわ・
もちもちのクレープをお楽し
みください。

［ MENU ］
・クレープ

甲府市 猫sキッチン
猫のキッチンカーからは、大
好評のオリジナルおにぎりと
オリジナル弁当、そしていち
ごオレが登場。やっぱりお昼
にはおにぎりがぴったり！6種
類のバリエーションからお好
きな味を選べます！

［ MENU ］
・おにぎり
・オリジナル弁当
・いちごオレ など

笛吹市

キッチンカー

キッチンカーキッチンカー

キッチンカー

ピンクリボントゥモロー2022 検索

JR中央線

○ 山梨県庁 ○ 舞鶴城公園

○ 甲府市役所

平
和
通
り

防災新館　県民ひろば

甲府駅icci KAWARA PRODUCTS

日本が誇る瓦の美しい銀色をより身近なもの
として手に取ってほしいという「 i c c i  
KAWARA PRODUCTS」によるピンクリボン
TOMORROWオリジナルマグ。心地よい刺
激をくれる質感のあるカップです。

ピンクリボンTOMORROW

オリジナル・チャリティ・マグ

※パンのみの販売はございません。

11日
10日

12日
10日
11日

12日

11日
10日

12日

ピンクリボンTOMORROW

オリジナルパン

ごりらのパン屋さん

春の爽やかさを表現した、この3
日間の限定品！お店でも定番人
気の「実」の生地をベースに、カ
カオニブ、クランベリーを加えル
ビーチョコレートでコーティング
した見逃せない一品です。

「北杜市」

オリジナルパン＋お好きなパン2個

オリジナル
チャリティBOX

1,000円（税込）
〈パン3個＋マグ〉


