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協賛企業・団体のご紹介
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初の試み！ 「サムシング・パープル」
今年のパープルリボンウオークでは、「何かパープル色の
ものを身に着けていていただく「サムシング・パープル」
を行っています。プレゼントとして「パープル煎餅」を差し
上げます！

三重大グッズ・パンキャングッズ
三重大のウオークに参加したら、ぜひイベントならではの
グッズをお買い求めください。高い品質により多くのファン
を持つ三重大グッズ、「膵臓がん」を表すパープル色の
パンキャングッズなど、素敵な商品をご用意しています。

緩和ケアブース
治療時の「痛み」は、前向きな気持ちを阻害する１つの要因
です。こうした痛みについての相談に、緩和専門のスタッフが
お答えいたします。

お薬相談ブース
がん治療の薬は抗がん剤だけではありません。治療で服用し
ている薬についてのお悩みはこちらにお越しください。パンフ
レット等もご用意して、みなさまをお待ちしています。

栄養相談ブース
食生活に関するお悩みやご不安が有れば管理栄養士にお話
してみませんか？ 今年は味覚試験ブースを開設！体験者には
特典付きです。毎年恒例のパープルパンも個数限定販売！
是非お気軽にお立ち寄りください。
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年間４万人もの方が膵臓がんに罹患し、闘っています。患者さん、ご家族
と医療者が一緒に歩くことで、共に病気と立ち向かっている人々と「どん
なことにも負けない勇気と力」を共有します。また膵臓がんで愛する人を
亡くされた方には、愛する気持ちを忘れず、追悼の気持ちを心に、歩いて
いただくイベントです。多くの方の力の結集によって、「独りではない大き
なあたたかい力」を感じていただくことができます。

パープルリボンウオークに参加してください！
パープルリボンウオークは三重大学の医師、医療関係者、大学職員のボランティアでスタートしました。
６年を経て、多くの大学生、高校生がボランティアとして参加しています。ぜひ、このウオークを支える
運営スタッフにご参加ください。日常とちがった 多くの喜びを得ることができます！

爽やかな三重大学キャンパスと海岸を医療者と歩く啓発ウオーク　パープルリボンウオーク in津

？パープルリボンウオークってなんですか

展示やフェイスペイントなど、
ご家族ご一緒でも楽しめるイベントです

TIME SCHEDULE

開会式・リボンセレモニー
開会挨拶／テープカット／準備運動 他

AM9:00 -

ゴール
献花／寄書き 他

AM11:00 -

閉会式
フィナーレ／閉会挨拶

AM11:30 -

AM8:30 -
受付開始

2020 年、
膵臓がんの5年生存率2倍

当日受付でお配りする３色のリボンを、各
色の代表者の合図にしたがってそれぞれ
掲げて、膵臓がんへの挑戦を宣言します。

開会式で「リボンセレモニー」
を行います

KNOW IT. 膵臓がんを 「知って」
FIGHT IT. 膵臓がんと 「闘って」
END IT. 膵臓がんを 「撲滅する」

ノウ              イット

ファイト           イット

エンド        イット
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バス停 正門
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工学部

附属病院

人文
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「大学病院前」
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医学部

三翠会館

教育学部

生物資源
学部

コンビニ

フォトスポット
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町屋海岸

Reported by   中村麗奈

夏にはBBQや花火
もできる、みんなの
憩いの海岸です！
ぜひウォークの途
中で気持ちいい海
風に吹かれてみて

ください。折り返し点ではパー
プルパネルにて記念写真を楽
しんでください。

三翠会館
さん すい かい かん

三翠会館は1936年に建設され、2002年に登録
有形文化財に指定されるなど、日本の貴重な文化
遺産として認められています。くつろげる場所や
来館記念スタンプコーナー等
ありますので、お気軽にお立ち
寄り下さい！

Reported by  大植裕之

三翠ホール

Reported by  加納 収

屋根が貝殻の形をした講堂です。入学式や卒業
式をはじめとして全学部の催
し物の際に使われることが多
いです！

BLSコーナー

Reported by  小野滉介

BLSとは Basic Life Support の略で「一次救命
措置」のことです。きゅうめい部のブースでは、AED
の体験ができます。もしも
の時のために、1度体験し
てみませんか？お気軽に
お越しください。

レーモンドホール

Reported by   佐藤佑香

三翠会館に続く、２つ目の登録有形文化財である
レーモンドホール。三重県立大学附属図書館として
建築された後、水産学部の食堂として利用されて
いました。三重大学の歴史と
開放的な木造建築が同時に
味わえます！

ボランティアチーム

Reported by   岩瀬 優

パープルリボンウォークは、膵臓についてのクイズ
を解きながら行います！今回
は景品も用意しております。
お楽しみください！！

今年も撮ります！360°写真

今年も撮影者として皆様の
輪（360度）の中に参加させて
いただける喜びを感じます。頑
張って撮影いたします。

小堀正一 （弱視のフォトグラファー） 

会場 三翠ホール   受付開始 PM12：30 
市民公開講座 PM13：00-16：30

三重大学病院 副病院長
肝胆膵・移植外科 教授

伊佐地秀司 先生

パープルリボン
ウオーク
コースとみどころ

パープルリボン
セミナー

第2部

ウオークの後は、ぜひセミナーにお越しください！
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