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膵臓がん啓発ウオーク　パープルリボンウオーク 2012 in 津
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このウォークは、以下の企業に協賛いただき、開催いたしております。

〈後援団体〉
以下の団体、企業に後援いただきました。
三重県／津市／文部省がんプロフェッショナル
養成基盤推進プラン／日本膵臓学会／三重大学／
三重大学病院／三重県医師会／
津地区医師会・中日新聞社／伊勢新聞 ほか

PanCAN『パープルリボンオーク 2012 in 津 』B5 パンフレット (182mm×257mm)　4C

・三重パープルリボン ホームページ  http://www.hosp.mie-u.ac.jp/pancan/2012%20in%20tsu/page12/index.html ・NPO法人パンキャンジャパン  http://www.pancan.jp/
〈 三重パープルリボン実行委員会 〉

午後からは、膵臓がん医療セミナー『パープルリボン2012 in 津』 を
開催いたします。三重大学の膵臓がんの専門医の先生方が、膵臓がんの
診断・外科療法・化学療法の最前線をご講演くださいます。ひと息つか
れたら、ぜひご参加ください。

［場 所］  三重大学医学部 臨床３講義棟 
　　　    （案内にしたがって会場までお越しください）
［時 間］  開場／ 12：30　開演／１３：００

［日 時］  2012年9月9日（日）　　［スタート＆ゴール］  三重大学構内グランド
［受 付］  三重大学 三翆ホール前

◆ウオーク  ～ 今闘う勇気と、愛しい人を思って ～
　今、病気と立ち向かう人は 「どんなことにも負けない勇気」 をウオークで歩く人全員と共有して、力強く歩きます。
そして膵臓がんで失われた愛しい人がおられる方は、その愛する気持ちを忘れず、追悼の気持ちを表しながら、
愛する方と一緒に歩きます。ゴール前、参加者は1本の美しい花を受け取り、ゴールの献花台にその花を挿し
ます。ウオークでは、今闘う勇気と亡くなった人への哀悼を心に、静かで深い時間をともに分かち合いながら、
「希望」と「深い癒し」を共感します。

◆スタート  ～ サバイバー（体験者）に感謝して ～
　パープルリボンウオークは、主催者によるテープカットで始まります。サバイバー（体験者）が一緒にウオーク
することで、「膵臓がんと告知され、膵臓がんに負けなかったサバイバーが毎年増える」ことを願い、すい臓がん
と闘う医療者と共に、彼らへの感謝の気持ちを伝えます。膵がんのサバイバーは、参加者全員にとり、『暗闇のな
かの光のようなインスピレーション』です。
　膵がん患者さんがいるところに、「患者を支える家族・友人・隣人・同僚」がいます。ウオークはまた、その人
たちへの感謝の気持ちを表します。膵がんの影響は患者本人だけではなく、患者を取り巻く人々にも及びます
ので、がん患者を中心にケアギバーの人々がチームをつくり参加します。

◆フィナーレ ～ 寄せ書きに思いをたくして ～
　最後に、参加者は 「力をあわせ、膵がんとの闘いを進め、より多くの人の命を救う」と宣言し終了します。そこ
には、“個人的な活動目標”として、「喫煙をやめる」「ハイリスクの方は定期的に検査を受ける」、あるいは「膵
がん患者が直面している問題についてメディアのインタビューに答える」、あるいは「国会議員、県会議員に話を
する」など、ひとりでも多くの膵がん患者を救うためにアクションをとることの誓いがあります。1輪の花をささげ、
その思いを寄せ書きして、ウオークを終了します。

パープルリボンウオーク in 津  -ウオークの意義-
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《緊急連絡先》三重パープルリボン実行委員会事務局 090-0000-0000
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協賛企業のご紹介

　「もう少しでゴール」という地点で、皆さんに１本の花を
お渡しします。 その花をもって、ゴール！ ゴール地点では、
完歩証を受け取り、右の写真のようなウオークの寄書き― 
『パープルストライド津 2012』の布に、コースを完遂した
思いをお書きください。
　この寄書きは、来年のウオークに飾られます。

皆さんの思いを寄書きに書いて、
これからの抱負と「希望」を誓います。

ゴール地点では

http://www.hashimoto-c.jp/
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販売物・展示のご紹介

1. ここでしか手に入らない『三重大学グッズ』
ここでしか手に入らないもの－そう、それは三重大学が誇る
「三重大学グッズ」です。
食べ物、お菓子から、文具まで。なんと、三重大学が誇る練
習船「勢水丸」から生まれた「三重大学カレー」もライン
ナップ。もちろん、内田学長もおすすめのカレーです。

2. 『三重大栄養チーム』がこの日のために開発した
　 パープルリボンパン

三重大学栄養チームが、膵臓がんに立ち向かう患者さん、ご
家族の方のために、栄養豊富で食べやすいオリジナルのパン
を開発しました。その名も「パープルリボンパン」。
皆さんの口に合うように、何度も何度も試作を重ねて作っ
た、この商品。ぜひお試しください。

3. 三重大学医療チームによる展示ブースも見逃
　 せません！

その他、展示も盛りだくさん。三翆ホール１Fでは、「薬剤師」
「看護師」「緩和チーム」などの展示ブースを設けています。
「たくさんの情報をご参加者にもってかえっていただきたい」
－そうした医療者の願いをのせて、このブース展示が設定
されています。

◆ 会場ではパンキャンの『パープルリボングッズ』も販売しております

大人気！
三重大学カレー

話題沸騰！学長の似顔絵入り
三重大学せんべい

その他多くの商品をご用意してお待ちしています

ウオークの見どころ！

❶ 三翠ホール　
屋根が貝殻の形をした講堂。大ホール、小ホールをもち、入学式など大規模な行事で使われる。
「三翠」という名称は、三重大学の前身の三重高等農林学校の校歌 『み空のみどり  樹のみどり  波のみどり』
（尾上八郎 作詞、弘田龍太郎 作曲）の三つのみどり（翠）に由来している。 三重大学内にはこれにちなみ「翠」
の字をつけられたものが多い。

❷ 三翠会館
三重大学の前身、三重高等農林学校の開校１０周年事業として建設された同窓会館。
木造二階建て、鉄板葺（旧スレート葺）で西に面して建ち、建物の主体部の正面に車寄を、南に平屋の会議室棟
を付属している。外壁に柱型や窓枠を多用し、変化に富んだ屋根をのせた瀟洒な外観である。

❸ 町屋海岸（町屋浦海岸）
三重大学に隣接し、伊勢湾に面して広がる海岸。ウィンドサーフィンなどのスポーツが盛んに行われ、海岸で
はうみがめの産卵が観察されている。

❹ レーモンドホール
三重県立大学図書館として建設され、三重大学水産学部の食堂として利用された。帝国ホテル建設を補佐する
ために来日し“日本近代建築の父”と呼ばれるアントニン・レーモンド設計の木造平屋建建築。前面ガラス戸と
する開放的南面や丸材を用いる架構等が特徴で、戦前から戦後にかけて建てられた木造によるレーモンド
スタイルの好例といわれている。
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れたら、ぜひご参加ください。
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［受 付］  三重大学 三翆ホール前

◆ウオーク  ～ 今闘う勇気と、愛しい人を思って ～
　今、病気と立ち向かう人は 「どんなことにも負けない勇気」 をウオークで歩く人全員と共有して、力強く歩きます。
そして膵臓がんで失われた愛しい人がおられる方は、その愛する気持ちを忘れず、追悼の気持ちを表しながら、
愛する方と一緒に歩きます。ゴール前、参加者は1本の美しい花を受け取り、ゴールの献花台にその花を挿し
ます。ウオークでは、今闘う勇気と亡くなった人への哀悼を心に、静かで深い時間をともに分かち合いながら、
「希望」と「深い癒し」を共感します。

◆スタート  ～ サバイバー（体験者）に感謝して ～
　パープルリボンウオークは、主催者によるテープカットで始まります。サバイバー（体験者）が一緒にウオーク
することで、「膵臓がんと告知され、膵臓がんに負けなかったサバイバーが毎年増える」ことを願い、すい臓がん
と闘う医療者と共に、彼らへの感謝の気持ちを伝えます。膵がんのサバイバーは、参加者全員にとり、『暗闇のな
かの光のようなインスピレーション』です。
　膵がん患者さんがいるところに、「患者を支える家族・友人・隣人・同僚」がいます。ウオークはまた、その人
たちへの感謝の気持ちを表します。膵がんの影響は患者本人だけではなく、患者を取り巻く人々にも及びます
ので、がん患者を中心にケアギバーの人々がチームをつくり参加します。

◆フィナーレ ～ 寄せ書きに思いをたくして ～
　最後に、参加者は 「力をあわせ、膵がんとの闘いを進め、より多くの人の命を救う」と宣言し終了します。そこ
には、“個人的な活動目標”として、「喫煙をやめる」「ハイリスクの方は定期的に検査を受ける」、あるいは「膵
がん患者が直面している問題についてメディアのインタビューに答える」、あるいは「国会議員、県会議員に話を
する」など、ひとりでも多くの膵がん患者を救うためにアクションをとることの誓いがあります。1輪の花をささげ、
その思いを寄せ書きして、ウオークを終了します。

パープルリボンウオーク in 津  -ウオークの意義-

三重大学医学部
臨床3講義棟

セミナー会場

町屋海岸周遊コース
キャンパス内コース

三翠ホール①

ウオーク
スタート&ゴール

《緊急連絡先》三重パープルリボン実行委員会事務局 090-0000-0000

in津 2012年9月9日[土]
参加無料／小雨決行

すい  ぞう

Pan CAN Purple Ribbon

in津

入場無料 

膵臓がんに
光をあてる

協賛企業のご紹介

協賛企業のご紹介

　「もう少しでゴール」という地点で、皆さんに１本の花を
お渡しします。 その花をもって、ゴール！ ゴール地点では、
完歩証を受け取り、右の写真のようなウオークの寄書き― 
『パープルストライド津 2012』の布に、コースを完遂した
思いをお書きください。
　この寄書きは、来年のウオークに飾られます。

皆さんの思いを寄書きに書いて、
これからの抱負と「希望」を誓います。

ゴール地点では

http://www.hashimoto-c.jp/

表 1 - 表 4

P2 -P3 P6-P7

P4 -P5

午後からは…

8：30
 

9：00

10：30

11：30 

受付開始

開会式
＊開会挨拶
＊テープカット
＊準備運動 他

ゴール
ゴール会場
＊ウオークin 津 献花
＊寄書き 他

閉会式
フィナーレ
＊閉会挨拶

パープルリボンウオーク in 仙台より

タイムスケジュール  

販売物・展示のご紹介

1. ここでしか手に入らない『三重大学グッズ』
ここでしか手に入らないもの－そう、それは三重大学が誇る
「三重大学グッズ」です。
食べ物、お菓子から、文具まで。なんと、三重大学が誇る練
習船「勢水丸」から生まれた「三重大学カレー」もライン
ナップ。もちろん、内田学長もおすすめのカレーです。

2. 『三重大栄養チーム』がこの日のために開発した
　 パープルリボンパン

三重大学栄養チームが、膵臓がんに立ち向かう患者さん、ご
家族の方のために、栄養豊富で食べやすいオリジナルのパン
を開発しました。その名も「パープルリボンパン」。
皆さんの口に合うように、何度も何度も試作を重ねて作っ
た、この商品。ぜひお試しください。

3. 三重大学医療チームによる展示ブースも見逃
　 せません！

その他、展示も盛りだくさん。三翆ホール１Fでは、「薬剤師」
「看護師」「緩和チーム」などの展示ブースを設けています。
「たくさんの情報をご参加者にもってかえっていただきたい」
－そうした医療者の願いをのせて、このブース展示が設定
されています。

◆ 会場ではパンキャンの『パープルリボングッズ』も販売しております

大人気！
三重大学カレー

話題沸騰！学長の似顔絵入り
三重大学せんべい

その他多くの商品をご用意してお待ちしています

ウオークの見どころ！

❶ 三翠ホール　
屋根が貝殻の形をした講堂。大ホール、小ホールをもち、入学式など大規模な行事で使われる。
「三翠」という名称は、三重大学の前身の三重高等農林学校の校歌 『み空のみどり  樹のみどり  波のみどり』
（尾上八郎 作詞、弘田龍太郎 作曲）の三つのみどり（翠）に由来している。 三重大学内にはこれにちなみ「翠」
の字をつけられたものが多い。

❷ 三翠会館
三重大学の前身、三重高等農林学校の開校１０周年事業として建設された同窓会館。
木造二階建て、鉄板葺（旧スレート葺）で西に面して建ち、建物の主体部の正面に車寄を、南に平屋の会議室棟
を付属している。外壁に柱型や窓枠を多用し、変化に富んだ屋根をのせた瀟洒な外観である。

❸ 町屋海岸（町屋浦海岸）
三重大学に隣接し、伊勢湾に面して広がる海岸。ウィンドサーフィンなどのスポーツが盛んに行われ、海岸で
はうみがめの産卵が観察されている。

❹ レーモンドホール
三重県立大学図書館として建設され、三重大学水産学部の食堂として利用された。帝国ホテル建設を補佐する
ために来日し“日本近代建築の父”と呼ばれるアントニン・レーモンド設計の木造平屋建建築。前面ガラス戸と
する開放的南面や丸材を用いる架構等が特徴で、戦前から戦後にかけて建てられた木造によるレーモンド
スタイルの好例といわれている。

しょうしゃ

さんすい

さんすいかいかん

まち  や  かいがん まち  や  うら

国の登録有形文化財

国の登録有形文化財



2 PURPLE STRIDE 2012 in TSU PROGRAM 3PURPLE STRIDE 2012 in TSU PROGRAM 6 PURPLE STRIDE 2012 in TSU PROGRAM 7PURPLE STRIDE 2012 in TSU PROGRAM

4 PURPLE STRIDE 2012 in TSU PROGRAM 5PURPLE STRIDE 2012 in TSU PROGRAM

膵臓がん啓発ウオーク　パープルリボンウオーク 2012 in 津

ウオークコースMAP

「大学前」
バス停 正門

南門

三翠会館②

レーモンド
ホール④

志登茂川

↑
白
塚

津
↓

 

江
戸
橋

（
三
重
大
前
）駅

近
鉄

　
町
屋
海
岸
③

生物資源学部

教育学部

工学部医学部
附属病院

クリーニング店

コンビニ

図書館
人文
学部

「大学病院前」
バス停

このウォークは、以下の企業に協賛いただき、開催いたしております。

〈後援団体〉
以下の団体、企業に後援いただきました。
三重県／津市／文部省がんプロフェッショナル
養成基盤推進プラン／日本膵臓学会／三重大学／
三重大学病院／三重県医師会／
津地区医師会・中日新聞社／伊勢新聞 ほか

・三重パープルリボン ホームページ  http://www.hosp.mie-u.ac.jp/pancan/2012%20in%20tsu/page12/index.html ・NPO法人パンキャンジャパン  http://www.pancan.jp/
〈 三重パープルリボン実行委員会 〉

午後からは、膵臓がん医療セミナー『パープルリボン2012 in 津』 を
開催いたします。三重大学の膵臓がんの専門医の先生方が、膵臓がんの
診断・外科療法・化学療法の最前線をご講演くださいます。ひと息つか
れたら、ぜひご参加ください。

［場 所］  三重大学医学部 臨床３講義棟 
　　　    （案内にしたがって会場までお越しください）
［時 間］  開場／ 12：30　開演／１３：００

［日 時］  2012年9月9日（日）　　［スタート＆ゴール］  三重大学構内グランド
［受 付］  三重大学 三翆ホール前

◆ウオーク  ～ 今闘う勇気と、愛しい人を思って ～
　今、病気と立ち向かう人は 「どんなことにも負けない勇気」 をウオークで歩く人全員と共有して、力強く歩きます。
そして膵臓がんで失われた愛しい人がおられる方は、その愛する気持ちを忘れず、追悼の気持ちを表しながら、
愛する方と一緒に歩きます。ゴール前、参加者は1本の美しい花を受け取り、ゴールの献花台にその花を挿し
ます。ウオークでは、今闘う勇気と亡くなった人への哀悼を心に、静かで深い時間をともに分かち合いながら、
「希望」と「深い癒し」を共感します。

◆スタート  ～ サバイバー（体験者）に感謝して ～
　パープルリボンウオークは、主催者によるテープカットで始まります。サバイバー（体験者）が一緒にウオーク
することで、「膵臓がんと告知され、膵臓がんに負けなかったサバイバーが毎年増える」ことを願い、すい臓がん
と闘う医療者と共に、彼らへの感謝の気持ちを伝えます。膵がんのサバイバーは、参加者全員にとり、『暗闇のな
かの光のようなインスピレーション』です。
　膵がん患者さんがいるところに、「患者を支える家族・友人・隣人・同僚」がいます。ウオークはまた、その人
たちへの感謝の気持ちを表します。膵がんの影響は患者本人だけではなく、患者を取り巻く人々にも及びます
ので、がん患者を中心にケアギバーの人々がチームをつくり参加します。

◆フィナーレ ～ 寄せ書きに思いをたくして ～
　最後に、参加者は 「力をあわせ、膵がんとの闘いを進め、より多くの人の命を救う」と宣言し終了します。そこ
には、“個人的な活動目標”として、「喫煙をやめる」「ハイリスクの方は定期的に検査を受ける」、あるいは「膵
がん患者が直面している問題についてメディアのインタビューに答える」、あるいは「国会議員、県会議員に話を
する」など、ひとりでも多くの膵がん患者を救うためにアクションをとることの誓いがあります。1輪の花をささげ、
その思いを寄せ書きして、ウオークを終了します。

パープルリボンウオーク in 津  -ウオークの意義-

三重大学医学部
臨床3講義棟

セミナー会場

町屋海岸周遊コース
キャンパス内コース

三翠ホール①

ウオーク
スタート&ゴール

《緊急連絡先》三重パープルリボン実行委員会事務局 090-0000-0000
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協賛企業のご紹介

　「もう少しでゴール」という地点で、皆さんに１本の花を
お渡しします。 その花をもって、ゴール！ ゴール地点では、
完歩証を受け取り、右の写真のようなウオークの寄書き― 
『パープルストライド津 2012』の布に、コースを完遂した
思いをお書きください。
　この寄書きは、来年のウオークに飾られます。

皆さんの思いを寄書きに書いて、
これからの抱負と「希望」を誓います。

ゴール地点では

http://www.hashimoto-c.jp/
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午後からは…

8：30
 

9：00

10：30

11：30 

受付開始

開会式
＊開会挨拶
＊テープカット
＊準備運動 他

ゴール
ゴール会場
＊ウオークin 津 献花
＊寄書き 他

閉会式
フィナーレ
＊閉会挨拶

パープルリボンウオーク in 仙台より

タイムスケジュール  

販売物・展示のご紹介

1. ここでしか手に入らない『三重大学グッズ』
ここでしか手に入らないもの－そう、それは三重大学が誇る
「三重大学グッズ」です。
食べ物、お菓子から、文具まで。なんと、三重大学が誇る練
習船「勢水丸」から生まれた「三重大学カレー」もライン
ナップ。もちろん、内田学長もおすすめのカレーです。

2. 『三重大栄養チーム』がこの日のために開発した
　 パープルリボンパン

三重大学栄養チームが、膵臓がんに立ち向かう患者さん、ご
家族の方のために、栄養豊富で食べやすいオリジナルのパン
を開発しました。その名も「パープルリボンパン」。
皆さんの口に合うように、何度も何度も試作を重ねて作っ
た、この商品。ぜひお試しください。

3. 三重大学医療チームによる展示ブースも見逃
　 せません！

その他、展示も盛りだくさん。三翆ホール１Fでは、「薬剤師」
「看護師」「緩和チーム」などの展示ブースを設けています。
「たくさんの情報をご参加者にもってかえっていただきたい」
－そうした医療者の願いをのせて、このブース展示が設定
されています。

◆ 会場ではパンキャンの『パープルリボングッズ』も販売しております

大人気！
三重大学カレー

話題沸騰！学長の似顔絵入り
三重大学せんべい

その他多くの商品をご用意してお待ちしています

ウオークの見どころ！

❶ 三翠ホール　
屋根が貝殻の形をした講堂。大ホール、小ホールをもち、入学式など大規模な行事で使われる。
「三翠」という名称は、三重大学の前身の三重高等農林学校の校歌 『み空のみどり  樹のみどり  波のみどり』
（尾上八郎 作詞、弘田龍太郎 作曲）の三つのみどり（翠）に由来している。 三重大学内にはこれにちなみ「翠」
の字をつけられたものが多い。

❷ 三翠会館
三重大学の前身、三重高等農林学校の開校１０周年事業として建設された同窓会館。
木造二階建て、鉄板葺（旧スレート葺）で西に面して建ち、建物の主体部の正面に車寄を、南に平屋の会議室棟
を付属している。外壁に柱型や窓枠を多用し、変化に富んだ屋根をのせた瀟洒な外観である。

❸ 町屋海岸（町屋浦海岸）
三重大学に隣接し、伊勢湾に面して広がる海岸。ウィンドサーフィンなどのスポーツが盛んに行われ、海岸で
はうみがめの産卵が観察されている。

❹ レーモンドホール
三重県立大学図書館として建設され、三重大学水産学部の食堂として利用された。帝国ホテル建設を補佐する
ために来日し“日本近代建築の父”と呼ばれるアントニン・レーモンド設計の木造平屋建建築。前面ガラス戸と
する開放的南面や丸材を用いる架構等が特徴で、戦前から戦後にかけて建てられた木造によるレーモンド
スタイルの好例といわれている。
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膵臓がん啓発ウオーク　パープルリボンウオーク 2012 in 津

ウオークコースMAP
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このウォークは、以下の企業に協賛いただき、開催いたしております。

〈後援団体〉
以下の団体、企業に後援いただきました。
三重県／津市／文部省がんプロフェッショナル
養成基盤推進プラン／日本膵臓学会／三重大学／
三重大学病院／三重県医師会／
津地区医師会・中日新聞社／伊勢新聞 ほか

PanCAN『パープルリボンオーク 2012 in 津 』B5 パンフレット (182mm×257mm)　4C

・三重パープルリボン ホームページ  http://www.hosp.mie-u.ac.jp/pancan/2012%20in%20tsu/page12/index.html ・NPO法人パンキャンジャパン  http://www.pancan.jp/
〈 三重パープルリボン実行委員会 〉

午後からは、膵臓がん医療セミナー『パープルリボン2012 in 津』 を
開催いたします。三重大学の膵臓がんの専門医の先生方が、膵臓がんの
診断・外科療法・化学療法の最前線をご講演くださいます。ひと息つか
れたら、ぜひご参加ください。

［場 所］  三重大学医学部 臨床３講義棟 
　　　    （案内にしたがって会場までお越しください）
［時 間］  開場／ 12：30　開演／１３：００

［日 時］  2012年9月9日（日）　　［スタート＆ゴール］  三重大学構内グランド
［受 付］  三重大学 三翆ホール前

◆ウオーク  ～ 今闘う勇気と、愛しい人を思って ～
　今、病気と立ち向かう人は 「どんなことにも負けない勇気」 をウオークで歩く人全員と共有して、力強く歩きます。
そして膵臓がんで失われた愛しい人がおられる方は、その愛する気持ちを忘れず、追悼の気持ちを表しながら、
愛する方と一緒に歩きます。ゴール前、参加者は1本の美しい花を受け取り、ゴールの献花台にその花を挿し
ます。ウオークでは、今闘う勇気と亡くなった人への哀悼を心に、静かで深い時間をともに分かち合いながら、
「希望」と「深い癒し」を共感します。

◆スタート  ～ サバイバー（体験者）に感謝して ～
　パープルリボンウオークは、主催者によるテープカットで始まります。サバイバー（体験者）が一緒にウオーク
することで、「膵臓がんと告知され、膵臓がんに負けなかったサバイバーが毎年増える」ことを願い、すい臓がん
と闘う医療者と共に、彼らへの感謝の気持ちを伝えます。膵がんのサバイバーは、参加者全員にとり、『暗闇のな
かの光のようなインスピレーション』です。
　膵がん患者さんがいるところに、「患者を支える家族・友人・隣人・同僚」がいます。ウオークはまた、その人
たちへの感謝の気持ちを表します。膵がんの影響は患者本人だけではなく、患者を取り巻く人々にも及びます
ので、がん患者を中心にケアギバーの人々がチームをつくり参加します。

◆フィナーレ ～ 寄せ書きに思いをたくして ～
　最後に、参加者は 「力をあわせ、膵がんとの闘いを進め、より多くの人の命を救う」と宣言し終了します。そこ
には、“個人的な活動目標”として、「喫煙をやめる」「ハイリスクの方は定期的に検査を受ける」、あるいは「膵
がん患者が直面している問題についてメディアのインタビューに答える」、あるいは「国会議員、県会議員に話を
する」など、ひとりでも多くの膵がん患者を救うためにアクションをとることの誓いがあります。1輪の花をささげ、
その思いを寄せ書きして、ウオークを終了します。
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　「もう少しでゴール」という地点で、皆さんに１本の花を
お渡しします。 その花をもって、ゴール！ ゴール地点では、
完歩証を受け取り、右の写真のようなウオークの寄書き― 
『パープルストライド津 2012』の布に、コースを完遂した
思いをお書きください。
　この寄書きは、来年のウオークに飾られます。

皆さんの思いを寄書きに書いて、
これからの抱負と「希望」を誓います。

ゴール地点では
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販売物・展示のご紹介

1. ここでしか手に入らない『三重大学グッズ』
ここでしか手に入らないもの－そう、それは三重大学が誇る
「三重大学グッズ」です。
食べ物、お菓子から、文具まで。なんと、三重大学が誇る練
習船「勢水丸」から生まれた「三重大学カレー」もライン
ナップ。もちろん、内田学長もおすすめのカレーです。

2. 『三重大栄養チーム』がこの日のために開発した
　 パープルリボンパン

三重大学栄養チームが、膵臓がんに立ち向かう患者さん、ご
家族の方のために、栄養豊富で食べやすいオリジナルのパン
を開発しました。その名も「パープルリボンパン」。
皆さんの口に合うように、何度も何度も試作を重ねて作っ
た、この商品。ぜひお試しください。

3. 三重大学医療チームによる展示ブースも見逃
　 せません！

その他、展示も盛りだくさん。三翆ホール１Fでは、「薬剤師」
「看護師」「緩和チーム」などの展示ブースを設けています。
「たくさんの情報をご参加者にもってかえっていただきたい」
－そうした医療者の願いをのせて、このブース展示が設定
されています。

◆ 会場ではパンキャンの『パープルリボングッズ』も販売しております

大人気！
三重大学カレー

話題沸騰！学長の似顔絵入り
三重大学せんべい

その他多くの商品をご用意してお待ちしています

ウオークの見どころ！

❶ 三翠ホール　
屋根が貝殻の形をした講堂。大ホール、小ホールをもち、入学式など大規模な行事で使われる。
「三翠」という名称は、三重大学の前身の三重高等農林学校の校歌 『み空のみどり  樹のみどり  波のみどり』
（尾上八郎 作詞、弘田龍太郎 作曲）の三つのみどり（翠）に由来している。 三重大学内にはこれにちなみ「翠」
の字をつけられたものが多い。

❷ 三翠会館
三重大学の前身、三重高等農林学校の開校１０周年事業として建設された同窓会館。
木造二階建て、鉄板葺（旧スレート葺）で西に面して建ち、建物の主体部の正面に車寄を、南に平屋の会議室棟
を付属している。外壁に柱型や窓枠を多用し、変化に富んだ屋根をのせた瀟洒な外観である。

❸ 町屋海岸（町屋浦海岸）
三重大学に隣接し、伊勢湾に面して広がる海岸。ウィンドサーフィンなどのスポーツが盛んに行われ、海岸で
はうみがめの産卵が観察されている。

❹ レーモンドホール
三重県立大学図書館として建設され、三重大学水産学部の食堂として利用された。帝国ホテル建設を補佐する
ために来日し“日本近代建築の父”と呼ばれるアントニン・レーモンド設計の木造平屋建建築。前面ガラス戸と
する開放的南面や丸材を用いる架構等が特徴で、戦前から戦後にかけて建てられた木造によるレーモンド
スタイルの好例といわれている。
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