
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

趣意書 

 

 

 

会期：2023 年 3 月 4 日（土）～12 日（日） 

実行委員長：楠木 重範（TEAM NEXT GOAL） 



 

 

ごあいさつ 

 

謹啓  

皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また日頃より一般社団

法人 AYA がんの医療と支援のあり方研究会(AYA 研)の活動にご理解とご協力を賜りまして厚く

御礼申し上げます。 

AYA 研では、2018 年の設立以来、AYA（思春期・若年成人）世代のがん患者の予後の改善とサ

バイバーシップの向上を目指して、学術活動、教育活動、社会啓発及び人材育成等のさまざまな

事業を行っております。AYA week は、AYAがん患者や経験者の抱える生きづらさに関する社会的

な理解の促進によって、AYAがん患者および経験者にとって生きやすい社会づくりにつながるよう

な社会啓発活動を目的としています。AYA 世代のがんとその課題について社会に発信する啓発週

間として、AYA 研会員のみならず AYA 世代のがんに関わるさまざまな団体の皆様とともに、2021

年より始めた事業です。2 回目の開催となった「AYA week 2022」では、「知ろう、一緒に」をテ

ーマに、2022 年 3 月 5 日～3 月 13 日の開催期間とプレ・ポストイベントを合わせて、全国の 69

のイベント開催団体、13 の寄付・協賛団体、61 の後援団体の協働により、約 80 のイベントが開

催され、それぞれ成功裡に終わりました。AYA week 2022 に参加くださいましたすべての皆様に、

この紙面を借りて感謝申し上げます。 

さて、AYA 研では「AYA week 2023」に向けて始動いたしました。「AYA week 2023」の日程は

2023 年 3 月 4 日（土）～3 月 12 日（日）と決定いたしまして、前回の「知ろう、一緒に」のテ

ーマを踏襲しつつ、今までの反省も踏まえ、より効果的な社会啓発活動を展開してまいりたい所

存です。 

 つきましては、本趣旨を鑑みまして、ぜひとも AYA week の趣旨にご賛同いただき、ご協力を

賜りたくお願い申し上げます。 

 末筆ながら皆様のご発展をお祈り申し上げます。 

謹白 

 

2022 年 10 月吉日 

AYA week 2023 

実行委員長 楠木 重範 

 

 

 

一般社団法人 AYA がんの医療と支援のあり方研究会 

理事長 清水 千佳子 

  



AYA week 2023 開催概要 

 

1. 名 称： AYA week 2023 

 

2. 期 間： 2023 年 3 月 4 日（土）～12 日（日） 

 

3. 内 容： 全国の協働団体による AYA 世代がんに関する啓発活動 

 

4. 運 営： 一般社団法人 AYA がんの医療と支援のあり方研究会 

「AYA week 2023」実行委員会 

 

5. 目 的： 『AYA 世代がんの社会啓発』 

①  AYA がんの一般社会への情報発信 

②  AYA がんに関する学びの場の提供 

③  各地域の AYA 支援団体の交流 

 

6. AYA week 2023 の協働およびご支援の方法 

① イベントの開催 

② AYA week 2023 への協賛出資または寄付 

③ AYA week 2023 の後援（名義） 

④ AYA week 2023 の広報・報道の協力 

⑤ その他 

 

7. AYA week 2023 へのご参画の方法 

2022 年 11 月 30 日（水）までに、下記フォームよりお申込みください。 

 

ＵＲＬ：https://forms.gle/2zRoVaREtrUjivDG9 

 

 

 

【お問い合わせ先】         

AYA week 2023 実行委員会事務局 

E-mail：office@ayaweek.jp 

※メールのみでの対応になります。ご了承ください 

https://forms.gle/2zRoVaREtrUjivDG9
mailto:office@ayaweek.jp


8. AYA week 2023 実行委員会 

 

（実行委員長）   

楠木 重範 大阪 TEAM NEXT GOAL 

 

（副実行委員長） 

白石 恵子   福岡  九州がんセンター 

多田 雄真   大阪  大阪国際がんセンター 

 

（実行委員）   

上田真由美   茨城  茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 

上野 彩子 岡山  倉敷中央病院 

近江 圭祐 東京  杏林大学医学部付属病院 

大須賀美恵子  大阪  大阪工業大学 / (株)ウエルネスラボ 

大塚 識稔 広島  公立学校共済組合 中国中央病院 

尾上 琢磨 兵庫  兵庫県立がんセンター腫瘍内科 

梶  文祥 静岡  国際医療福祉大学熱海病院 

梶原都香紗   大阪  近畿大学病院 

岸田 徹 東京  国立がん研究センター 

酒見 惇子 兵庫  神戸大学医学部附属病院 

関口 陽子 東京  がん研究会有明病院 

関原 雛子 茨城  筑波大学大学院 

宗  皓 東京  慶應義塾大学看護医療学部 

園田 彩夏 神奈川 AYA GENERATION+group 

高野 利実 東京  がん研究会有明病院 

高濱 隆幸 大阪  近畿大学 

瀧田 咲枝 愛知 椙山女学園大学 看護学部 

田口真由美 大阪  大阪大学医学部附属病院 

竹久 志穂 大阪  近畿大学病院 

田中 芙美 大阪  住友病院 

田巻 憲史 北海道 帯広協会病院 

津村 明美 神奈川 認定 NPO 法人 横浜こどもホスピスプロジェクト 

寺田 和樹   千葉  成田赤十字病院 小児科 

轟  浩美 東京  認定 NPO 法人希望の会 

富岡 晶子 東京 東京医療保健大学 医療保健学部看護学科 

二宮みさき 福岡  株式会社 ZINE 

橋口絵里奈   福岡  NPO 法人 スマイルハート 

原田 雅義 大阪  四條畷学園大学 看護学部看護学科 



日置 三紀 滋賀 滋賀医科大学医学部附属病院 薬剤部 

樋口麻衣子   富山  富山大学附属病院 / 富山 AYA 世代がん患者会 Colors 

福地 朋子 大阪  大阪母子医療センター 

藤澤 文絵 大阪 大阪国際がんセンター 腫瘍内科 

ボーマン三枝 岡山  若年性がんサポートグループＡＹＡＣａｎ！！ 

蒔田 真弓   福岡  フリーランス 

森岡 大成 大阪  大阪商業大学 

山本 崇夫 福岡  無し 

 

  



9. AYA week 2023 収支予算書 

 

I. 収入の部 単価 個数 金額 

1. AYA week 2022 繰り越し金 3,618,338  3,618,338 

2. 寄付金 50,000 20 1,000,000 

3. 協賛金 100,000 15 1,500,000 

収入合計     6,118,338 

II.支出の部 単価 個数 金額 

1. 事務費 

1-1．事務局経費（事務委託費、人件費、通信費等、実行委員会運営

にかかる諸費） 

1-2．IT 関連費（レンタルサーバー維持費、Zoom アカウント取得、

Dropbox 使用費等） 

 

400,000 

 

150,000 
 

   

400,000 

 

150,000 

2．広報費 

2-1．広報資材開発費（ロゴをはじめとする画像制作、コピー開発、

Web サイトなどの企画構成・プランニング・デザイン・コーディ

ング費、ポスター・チラシの企画構成・デザイン費、動画制作費

等） 

2-2．印刷費（ポスター、チラシ、封筒等） 

2-3．郵送費 

 

3,000,000 

 

 

 

400,000 

400,000 

   

3,000,000 

 

 

 

400,000 

400,000 

3. イベント費等 

・フラッグ・動画制作 

・がん教育資材作成 

・インフルエンサーとのコラボレーション企画 

・AYA week 2023 Award（活動奨励費） 

1,050,000 

 

 

 

 1,050,000 

4. 広告宣伝費 718,338  718,338 

支出合計     6,118,338 

収入合計-支出合計     0 

 

＊AYA week 2023 実施後の残金の一部は、AYA 研の事業である AYA がん啓発および人材育成、

研究助成および賞与等、当事者団体の活動費の助成などに充てる予定です。 

 

 

 


