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2022ピンクリボンかながわ
報告書作成にあたって

皆様、お元気にお過ごしでしょうか？

現在も相変わらず新型コロナウイルスの影響を受けていますが、
それでも３月頃より少しずつ、対面での啓発活動が出来るように
なってきました。
特に今年のピンクリボンライトアップは、神奈川県・ピンクリボ

ンふじさわ・かながわ県央ピンクリボンとの連携により、県内39
カ所の施設をピンク色に染め、点灯セレモニーも神奈川県庁を中心
として４ヶ所の拠点を結んで開催することが出来ました。関係の
方々のご協力に感謝いたします。
このライトアップを中心として、2022年の「ピンクリボンかな

がわ報告書」を作成いたしました。これからも乳がんの早期発見・
早期治療の大切さを伝え、乳がん検診受診率向上のため、ピンクリ
ボン運動の連携の輪を広げて参りましょう。

2022年12月

ピンクリボンかながわ代表

土井卓子
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ピンクリボンライトアップ2022 ｉｎ かながわ

目的 乳がんの早期発見・早期治療の重要性を啓発するため

実施期間
令和4年9月30日（金）～10月2日（日）18：00～22：00
※開始・終了日及び時刻が異なる施設有

ライトアップスポット

横浜エリア（22ヶ所）

神奈川県庁、横浜税関、横浜市庁舎、横浜
開港資料館、象の鼻パーク、グランモール公
園（桟橋の広場・眺めの広場）、横浜ランドマー
クタワー・ランドマークプラザ、コレットマーレ、み
なとみらいグランドセントラルタワー、みなとみら
い21熱供給センタープラント、女神橋、MARK
ISみなとみらい、よこはまコスモワールド大観覧
車「コスモクロック21」、横浜ハンマーヘッド、横
浜ワールドポーターズ、アパホテル＆リゾート
（横浜ベイタワー）、横浜モアーズ、JR横浜タ
ワー、JR横浜鶴屋町ビル、横浜駅東口地下街
ポルタ、横浜新都市ビル・スカイビル（9F連絡
通路）、日産スタジアム

湘南エリア（5ヶ所）
江ノ島シーキャンドル、大船観音、ホテルサン・
ライフガーデンチャペル、白旗神社境内、建長
寺

県央エリア（9ヶ所）

ウエルネスさがみはら、レンブラントホテル厚木、
レンブラントホテル海老名、レンブラントホテル
東京町田、水無川河川敷、柳町商店会、能
満寺、アミューあつぎ、厚木アーバンホテル

県西エリア（2ヶ所） 小田原城、松田山ハーブガーデン

横須賀エリア（1ヶ所） 横須賀市役所
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共催

ピンクリボンかながわ

ピンクリボンふじさわ/ＮＰＯ法人あいおプラス

一般社団法人かながわ県央ピンクリボン

神奈川県

厚木市

医療法人湘和会湘南記念病院

公益財団法人神奈川県予防医学協会

カラダテラス海老名

東京海上日動火災保険株式会社/東京海上日動あんしん生命保険株式会社

第一生命保険株式会社

住友生命保険相互会社

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社

明治安田生命保険相互会社

三井住友海上あいおい生命保険株式会社

ＡＩＧ損害保険株式会社

後援

横浜市健康福祉局
認定ＮＰＯ法人乳房健康研究会
公益社団法人神奈川県医師会
公益社団法人神奈川県看護協会
健康保険組合連合会神奈川連合会
全国健康保険協会神奈川支部

協力・協賛

横浜税関
横浜市港湾局
横浜市環境創造局
藤沢市
相模原市
秦野市
小田原市
松田町
横須賀市
横浜開港資料館（公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団）
三菱地所株式会社
ヒューリック株式会社
丸紅プライベートリート投資法人
丸紅リアルエステートマネジメント株式会社
みなとみらい21熱供給株式会社
三菱地所プロパティマネジメント株式会社
泉陽興業株式会社よこはまコスモワールド
新港ふ頭客船ターミナル株式会社
株式会社横浜インポートマート 横浜ワールドポーターズ
株式会社横浜岡田屋
ＹＯＫＯＨＡＭＡ Ｓｔａｔｉｏｎ Ｃｉｔｙ運営協議会
横浜新都市センター株式会社
株式会社横浜スカイビル
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協力・協賛

公益財団法人横浜市スポーツ協会
アパホテル＆リゾート（横浜ベイタワー）
江ノ島電鉄株式会社
佛海山大船観音寺
株式会社サン・ライフホールディング
相州藤沢白旗神社
建長寺
能満寺
株式会社レンブラントホテルマネジメント
株式会社アーバン
柳町商店会
京浜電設株式会社
横浜市交通局
横浜高速鉄道株式会社
相模鉄道株式会社
学校法人岩崎学園横浜デジタルアーツ専門学校
一般社団法人横浜西口エリアマネジメント
湘南モノレール株式会社
株式会社レンブラントホールディングス
ネイルアアルト
めぐみベジカフェ
２３４３ＦＯＯＤＬＡＢＯ
美容室クロスロード
Ｍｉｋｋｅ ｍｉｎｅ
ジェラテリアシーグレイス（暮らしの保健室あつぎ）
にじカフェ
はやぶさイレブン
株式会社Ｓｐｏｒｔｓ Ｃｕｌｔｕｒｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ
大山阿夫利神社
岡崎慎司フットサルフィールド
株式会社ＡＴＰ（厚木アクストメインタワー）
株式会社海老名第一ビルディング（海老名プライムタワー）
東海大学医学部付属病院
横須賀ロータリークラブ
ＬＩＤＲＥ横須賀
協会けんぽ健診実施機関意見交換会
日本大通り活性化委員会
エフエムジー＆ミッション株式会社
株式会社ファンケル
一般社団法人生命保険協会神奈川県協会
横浜市水道局
キリンビバレッジ株式会社
東京キリンビバレッジサービス株式会社
株式会社ダスキン南関東地域本部
株式会社伊藤園
国際ソロプチミスト横浜みらい
中外製薬株式会社
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１０月１日付 「はまこれ横浜」

１０月１日付 「ヨコハマ経済新聞」

９月２６日付 「横浜市健康福祉局保健事業課」

１０月１５日付 「健康かながわ」
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９月３０日 神奈川県庁

土井 卓子
ピンクリボンかながわ代表

麻倉 未稀
ピンクリボンふじさわ

かながわ県央ピンクリボン実行委員長

司会の魚谷 祥 さん

点灯前のフリートーク

首藤 健治
神奈川県副知事
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点灯

カウントダウン麻倉 未稀 さんのアカペラ歌唱

ＺＯＯＭ中継にて拠点間連携の様子

ＺＯＯＭ配信でつながっているのはこちら
・厚木市 レンブラントホテル厚木
・藤沢市 白旗神社
・横須賀市 横須賀市役所本館

写真提供：神奈川県
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①横浜エリア ②湘南エリア

③県央エリア ④県西エリア

⑤横須賀エリア

12



横浜エリア

神奈川県庁本庁舎

横浜税関

横浜市庁舎

横浜開港資料館

象の鼻パーク

グランモール公園
桟橋の広場
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横浜エリア

グランモール公園
眺めの広場

横浜ランドマークタワー

ランドマークプラザ

コレットマーレ

みなとみらい
グランドセントラルタワー

みなとみらい21
熱供給センタープラント
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横浜エリア

女神橋

ＭＡＲＫ ＩＳ
みなとみらい

よこはまコスモワールド
大観覧車「コスモクロック21」

横浜ハンマーヘッド

横浜ワールドポーターズ

アパホテル＆リゾート
（横浜ベイタワー）
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横浜エリア

横浜モアーズ

ＪＲ横浜タワー

ＪＲ横浜鶴屋町ビル

横浜駅東口地下街ポルタ

横浜新都市ビル・スカイビル
（9Ｆ連絡通路）

日産スタジアム
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湘南エリア

江ノ島シーキャンドル

大船観音

ホテル
サン・ライフガーデンチャペル

白旗神社

建長寺

写真提供：ピンクリボンふじさわ
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県央エリア

ウエルネスさがみはら
水無川河川敷

柳町商店会 アミューあつぎ

厚木アーバンホテル 能満寺

写真提供：かながわ県央ピンクリボン

写真提供：相模原市
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県央エリア

レンブラントホテル厚木

レンブラントホテル海老名

レンブラントホテル東京町田

19



県西エリア

小田原城 松田山ハーブガーデン

横須賀エリア

横須賀市役所
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ＬＩＤＲＥ

写真提供：横須賀ロータリークラブ



ネイル アアルト ２３４３ＦＯＯＤＬＡＢＯ

美容室 クロスロード

写真提供：かながわ県央ピンクリボン

めぐみベジカフェ
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厚木アーバンホテル（レストランにてピンクリボンコース）

Ｍｉｋｋｅ ｍｉｎｅ

動画はこちらから



カラダテラス海老名

大山阿夫利神社

はやぶさイレブン

岡崎慎司フットサルフィールド（サッカークリニック）
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写真提供：かながわ県央ピンクリボン



リーフレット、ポスター、デジタルサイネージの
デザイン制作、リーフレット配布
横浜デジタルアーツ専門学校
（学生プロジェクトチーム）

ライトアップ設備設置 京浜電設株式会社

各ワークショップ
「ピンクリボンのある風景づくり」
「ビニール傘を再利用したピンク行灯づくり」

（一社）横浜西口エリアマネジメント

横浜市交通局（市営地下鉄）

※このほか、相模鉄道（相鉄線）にもご協力いただきました。

駅構内へのポスター掲出・リーフレット配架

横浜高速鉄道（みなとみらい線）
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写真提供：京浜電設株式会社

写真提供：横浜デジタルアーツ専門学校

写真提供：横浜市交通局



デジタルサイネージによる広報とリーフレット配架

ヨコハマ駅東口地下街ポルタ

ＭＡＲＫ ＩＳみなとみらい

横浜新都市センター

神奈川県住宅供給公社 象の鼻テラス 横浜モアーズ

ＪＯＩＮＵＳ
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写真提供：株式会社横浜岡田屋
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ピンクリボンかながわ2022年の活動



土井 卓子
湘南記念病院乳がんセンター長

ピンクリボンかながわ代表

比留間 彰
鎌倉副市長

認定ＮＰＯ法人乳房健康研究会
高木 富美子 専務理事

公益財団法人
神奈川県予防医学協会
根本 克幸 理事長

ピンクリボンセレモニー

11月6日みどり祭
「ピンクリボンかながわ ｉｎ 鎌倉女子大学」

齋藤 好子
ピンクリボンかながわ事務局長

ピンクリボンかながわ活動報告
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ピンクリボンセレモ
ニー・パネルディス
カッションの模様
（動画）はこちらの
ＱＲコードからご覧に
なれます



感謝状贈呈 生命保険協会神奈川県協会 様
岩崎学園横浜デジタルアーツ専門学校 様
鎌倉女子大学 様

感謝の盾贈呈
株式会社ファンケル 様 株式会社伊藤園 様
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麻倉 未稀 さんのミニコンサート 会場内の様子

座長
土井 卓子 医師

医師の立場から
木下 博勝 医師
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乳がん体験者から
麻倉 未稀 さん

若い世代から
宮田 芽生 さん

鎌倉市役所から
上林 智子 保健師

パネルディスカッション
「みんなで考えるブレスト・アウェアネス」



ＮＰＯ法人あいおぷらす 株式会社 蕗書房

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社 株式会社日本生物製剤
株式会社マエダモールド

株式会社毛髪クリニックリーブ２１ グンゼ株式会社 ピンクリボンかながわ

展示ブース
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マンモグラフィ検診車展示



5月7日みなとみらいクイーンズスクエア
「かながわ看護フェスティバル」

2022年の啓発活動
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3月6日アリオ橋本
「相模原市がん検診受診促進事業」

3月30日横浜市役所アトリウム
「ＹＯＫＯＨＡＭＡ Ｓａｖｅ Ｔｈｅ Ｗａｔｅｒ」

9月29日鎌倉プリンスホテル
「ピンクリボンセミナー」

4月8日～10日横浜公園
「よこはま花と緑のスプリングフェア」

ピンクリボンかながわリーフレット配架

土井卓子代表講演

麻倉未稀さん講演、
齋藤好子事務局長情報提供

9月26日神奈川県総合医療会館
「ニッセイ乳がんセミナー」

9月9日横須賀商工会議所
「横須賀ロータリークラブ例会」

6月1日2日6日
「明治安田生命セミナー」



10月1日鎌倉エフエム放送局
「KAMAKURA GOOD MORNING STATION」

10月5日横浜市磯子区役所
「がん検診・特定健診啓発事業」

11月3日横浜市金沢産業振興センター
「祭 ＰＩＡフェスタ」

11月13日象の鼻パーク
「ハローよこはま 元気フェスタ」

11月19日横浜市都筑区国際プール
「Ｂリーグ 横浜ビー・コルセアーズ試合」

11月30日茅ヶ崎市総合体育館
「ピンクリボンレディースバドミントン大会」

11月6日鎌倉女子大学
「みどり祭」
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2022年の啓発活動

写真提供：横浜ビー・コルセアーズ

写真提供：鎌倉エフエム放送局



ピンクリボンかながわ
（事務局：公益財団法人 神奈川県予防医学協会）

住所：２３１－００２１ 横浜市中区日本大通５８
電話：フリーダイヤル ０１２０－４０６－５６１

http://pinkribbon-kanagawa.jp/


