
NPO法人ブレイブサークル運営委員会
活動報告（平成 28 年度第１四半期）

当法人の平成 28 年度第 1 四半期活動内容について、 下記の通りご報告致します。

全国市区町村のがん対策部門による大腸がん検診啓発活動を支援

するため、 平成 28 年度 「大腸がんクイズラリー」 運営資材の提供

が今年 4 月から始まりました。 4 月下旬に都道府県経由で市区町村

へご案内を行い、 4 ～ 6 月末までの 3 ヶ月で 84 の都道府県 ・ 市区

町村、 その他団体からお申し込みをいただきました。

平成28年度「大腸がんクイズラリー」運営資材提供

C  A  N  C  E  R   A  W  A  R  E  N  E  S  S

森町 （北海道）

北海道 ・東北エリア 

北海道 ［苫小牧市、 伊達市、 森町、

中頓別町、 遠軽町、 大空町］ 青森

県 ［三沢市］ 山形県 ［西川町］ 福島

県 ［白河市、 鏡石町］

関東エリア

埼玉県 ［秩父市、 和光市、 日高市］ 

千葉県 ［白井市］ 東京都 ［中央区、

板橋区、 八王子市、 稲城市］ 神奈

川県 ［横浜市港北区、 横浜市西区、

川崎市中原区、 川崎市高津区、 逗

子市、 寒川町、 開成町］ 新潟県 ［見

附市、妙高市、南魚沼市］ 山梨県［昭

和町、 富士河口湖町］ 長野県 ［大

町 市、 佐 久 市］ 富 山 県 ［氷 見 市、

朝日町］

八王子市（東京都）

秩父市（埼玉県）

中部 ・北陸エリア

石川県 ［加賀市、津幡町、中能登町］ 

福井県 ［福井県、 小浜市、 勝山市］ 

岐阜県 ［恵那市］ 愛知県 ［愛知県、

豊橋市、 蒲郡市、 犬山市、 新城市、

みよし市、 あま市、 東郷町、 飛島村］

三重県 ［伊勢市、 伊賀市］ 津幡町 （石川県）

近畿 ・中国エリア

滋賀県［守山市、高島市］ 大阪府［豊

中市、八尾市、泉佐野市、富田林市、

四條畷市］ 兵庫県 ［加東市］ 奈良県

［奈良市、 大和郡山市、 広陵町］ 和

歌山県 ［和歌山県］ 島根県 ［松江市］ 

岡山県［鏡野町、美咲町］ 広島県［広

島市、東広島市、海田町］ 山口県［岩

国市］松江市（島根県）

四国 ・九州 ・沖縄エリア

愛媛県 ［八幡浜市、 西条市］ 高知

県 ［土佐町］ 福岡県 ［芦屋町］ 佐賀

県 ［佐賀県、 伊万里市］ 長崎県 ［波

佐見町］ 熊本県 ［八代市］ 鹿児島県

［東串良町］
東串良町 （鹿児島県）

その他の団体

松波総合病院、 オリンパスメディカルサイエンス販売㈱、 ( 一財 )

奈良県健康づくり財団、 NPO 法人市民と共に創るホスピスケアの会

＜実施報告で寄せられた感想＞
都道府県や市区町村の担当者からは 「大腸がんクイズラリー」 実施

報告を通じて、 次のような感想をいただきました。

・ 市民の方、 我々従事者を含め、 わかりやすく好評だった。

・ ポスター６枚に正解のヒントが隠されているので、 ポスターを見な

がら解答する人が多かった。

・ クイズ終了後はメモ帳に正解が書かれているため、 答え合わせ

がしやすいようだった。 ほとんどの人が全問正解であった。

・ 早期がんは自覚症状が無いことに驚いている方が多かった。 ポ

スターの文字が見やすくて良いという高齢者の方がいた。

・ 簡単なクイズやアンケートは短時間で出来て良い （待ち時間など

に出来る )。 大切なことがまとまっていて良かった。

・ 裏面にアンケートがあったので検診の声かけがしやすくて良かっ

た。

・ ブースが小さい場合は６枚すべてのポスターが貼れないため、 ク

イズの正解が分かるポスターを減らしてほしい。

・ ポスター枚数が増え、 掲示場所が多く必要となった。

・ 勝手な要望だが、 ポスターを掲示できる三脚なりボードも借りられ

るとありがたいと思った。

・ タイトルポスターは縦書きのものがあれば良かった。

・ ポスターはしっかりした素材で使いやすく、 アンケート用のボール

ペンもとても使いやすかった。

・ 大腸がん検診＝大腸ファイバーと捉えている人も数名おり、 便潜

血検査であることが分かって、 検診に対するハードルが下がった

との意見もあった。

・答えを探すためにかなり時間を要する人が見受けられ、 混雑した。

・ メモ帳などの景品を喜んでいる参加者もいた。

・ 何歳頃から罹患しやすいかについて、 自分の年齢くらいからだと

思い込んでいる高齢者もいた。

・参加者のほとんどがアンケートで 「大腸がん検診を受けようと思う」

と回答しており、 大腸がん検診受診の大切さを理解してもらうこと

ができた。

おおむね好評をいただいておりますが、 実際に資材を活用する中

での使用感や参加者の反響など、 貴重な生の声が寄せられました。

いただいたご意見 ・ ご要望に関しては、 今後の資材改訂の際の参

考にさせていただきます。



今年４～６月は例年より多く

の地域からパンフレット、 ト

イレットペーパー、 クイズラ

リーなどの資材のご要望を

いただきました。 7 月 15

日には国立がん研究セン

ターより今年の新規がん患

者数の予測が 100 万人を

突破することが発表される

など、 がんに対する関心

の高さがうかがえます。 そ

の中で大腸がんの新規患

者数は昨年と同じくがんの

中でも最多の 147,200 人と

見込まれております。 当法

人では大腸がん検診勧奨

による早期発見を改めて推

進すべく、 努力してまいり

ます。 当法人では事務所

移転に続き、 この度メン

バーも刷新されました。 み

なさまにご不便をおかけす

ることのないよう細心の注

意を払って運営しておりま

すが、 お気づきの点など

ございましたら何なりと当法

人 Web サイトの右上にある

お問い合わせ ボタンよりお

寄せくださいませ。
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「大腸がん撲滅」 ロゴマークは
大腸がん検診 ・ 精密検査の

普及啓発活動に用いています。

平成 28 年 5 月 25 日 （水） に当法人の定時総会を開催しました。

議案については、 「平成 27 年度の事業報告・決算報告・監査報告」

並びに任期満了による 「監事選任」 が行われ、承認可決されました。

また今年度 （平成 28 年度） の事業計画と予算が報告事項として承

認されました。 選任された理事 ・ 監事は以下の通りです （任期は 2

年間）。

理事長 加藤由正

副理事長 田中政司 　荒川正明

理事 仲晃宏　　  原元美紀

監事 神野文夫

※理事の選任は定款の定めにより理事会にて選任されております。

定時総会のご報告

新理事長のご挨拶

みなさん、 こんにちは。 大腸 （直腸） がんⅢ期外科手術を受け、

職場復帰を果たしている加藤由正と申します。 今般、 当法人の理

事長を仰せつかり、 身の引き締まる思いでおります。

当法人の活動も当初のイベントを中心とした啓発活動から、 自治体

と連携しての啓発活動にシフトし、 また意識調査の集計結果の発信

等も行っております。 お陰さまで大腸がんの早期発見 ・ 早期治療の

意識は僅かながら向上しておりますが、 まだまだ道半ばと認識して

おります。

当法人は日々活動を拡げておりますが、 やはり自治体の検診担当

者、 我々の活動に賛同いただけるスポンサー企業、 そしてボランティ

アの皆様のお力なしには進めません。

私の経験談を聞いていただける場があればどこにでも出掛ける所存

です。 結果一人でも多くの方が検診を受診され、 早期発見 ・ 早期

治療に向かわれ、 その後の人生を有意義に過ごせれば無上の喜び

を感じます。

S E C R E T A R I A T

 

大腸トンネル探検隊レンタル
「大腸がんクイズラリー」 に家族連

れの参加を誘引するためのアトラ

クション資材 「大腸トンネル探検

隊」 の有償貸し出しを実施してい

ます。 主にお子様を対象にして、

参加者に大腸トンネル内にある病

変くんマークの数を数えて貰いま

す。 使用は屋内のみに限らせて

いただいておりますが、 大人 2 人

で簡単に組み立てられ、 20 分程度で設置できます。

＜お申し込み方法＞
当法人 Web サイト 「大腸がんクイズラリー」 バナーよりお申込みくだ

さい。 http://www.bravecircle.net

大腸トンネル探検隊を
２つ繋げて使用した例

皆さまよりご好評をいただいている「大腸がん撲滅トイレットペーパー」

は、 2016 年 4 月より新デザインでの提供を開始しました。 新しくなっ

たトイレットペーパーの活用事例をご紹介いたします。

＜福島県会津若松市＞
会津若松市では、 6 月 5 日に

「市民健康ウォーク」が行われ、

参加者が会津レクリエーション

公園内をめぐる約 4km のコー

スを歩きました。

当法人のトイレットペーパーは

このイベントの景品として、 約

300 名の参加者に配布された

ほか、 スタッフとして従事され

た市民にも 70 個ほど配られたとのことです。

この 「市民健康ウォーク」 は今年で 9 回目を数えるイベントとなりま

すが、 当法人のトイレットペーパーは今回初めて活用していただきま

した。

＜静岡県賀茂郡河津町＞
河津町では、 7 月に実施される胃 ・ 肺 ・ 大腸がん検診に先立って、

6月14日に「がん検診啓発街頭キャンペーン」が行われました。 スー

パーマーケットの駐車場周辺で、 売り出しの日に合わせて開催され、

買い物に来た人を主な対象に、 がん検診の日程表と啓発グッズを

配布し、 受診を呼びかけるという内容です。

当法人のトイレットペーパーはこの啓発グッズとして活用され、 今回

は 200 個ほどが配布されました。 河津町ではその年ごとに啓発グッ

ズの内容を変えているとのことで、 当法人のトイレットペーパーは

2013 年に初めて活用していただき、 今回で二度目となります。 今

年度は 10 月にも活用が予定されています。

市民健康ウォークの様子

デザインが刷新された大腸がん撲滅トイレットペーパー

皆様方のより一層のご協力をお願いして、 私のご挨拶とさせていただ

きます。

「大腸がん撲滅トイレットペーパー」活用事例


