
私のネクストリボン宣言 

 

・諦めなければ、頑張れる！ 

・がんになっても自分らしく生きていける社会を作りましょう 

・病気になったからこその出会いを大切に、日々楽しんで生きる！！ 

・助け合って仕事をカバーしながらする 

・癌でも働ける社会になってほしいナ♡ 

・がんになっても前を向いて生きる^_^  

・がんのイメージを変えたいぜ〜！ 

・がんになっても笑顔でいられる社会に！！ 

・正しい情報の発信とキャッチできる社会へ！！ 

・禁煙対策がんばる 

・がんになっても自分らしく生きる！ 

・毎年がん検診を受けよう！ 

・がんに関する正しい情報を見分ける力をみんなが得られますように^_^  

・寄り添う、受け入れる 

・病気も私！！私らしく生きる 

・がんになってもおしまいじゃない。自分らしく生きられる社会に！ 

・がんになってもたくさん食べてたくさん笑う！！ 

・がんと生きることは大変。でも乗り越えて頑張る！！ 

・ガン患者がストレスなく過ごせる社会に 

・誰もががんを患う時代、がんと共に生きることが自然とできる社会に！ 

・癌告知を受けたが毎日笑顔で過ごしていきたい 

・ガンに負けない 

・いつも前向きに子供達の為に生きる！！ 

・がんでもがんでなくとも、充実した人生！！ 

・誰もが生きたかった今日を生きていく！ 

・サバイバーの友人に寄り添う見守る 

・がんと生きることも個性になりますように 

・がんをきっかけに生まれ変わる！！ 

・一分一秒いまを大切にする！ 

・完治する！！ 

・４０年後も元気！！ 

・がんになっても人生をあきらめない♡共に生きる 

・がん検診を受ける。セミナーに参加する。 

・がんとは程よい距離で和やかにつきあっていきます 



・ありがとう 

・死なないから 

・みんなに癌検診をすすめる 

・がんになった後の人生を、まず自分が楽しむ！ 

・病気でも働くことができる社会に！！ 

・日々を明るく前向きに！！ 

・無理なく幸せな人生 

・わたしにもできることを見つけた。 

・「その時」が来るまで続けるぞ！！ 

・前向きにがんばれば、大丈夫だよ。 

・今年もきちっと検診予防生活！ 

・患者兼医療関係者として「がん・生殖医療」に携わる！ 

・このとりくみが大きな力になるように！！ 

・人生いろいろがんもいろいろ 

・（母も含め）自分らしく生きられる社会を作る！ 

・一人じゃない 

・＃ネクストリボン＃世界対がんデー 

・住みよい社会、日本になってほしい 

・他人ごとではありませんがん患者に優しさを 

・ガンにかかった方が働きやすい世の中に 

・病気の人を看護することのない世界になりますように 

・がんに負けない体力づくり！ 

・笑おう！泣こう 

・直す！ 

・ガンについての正しい知識を一人でも多くの人に伝える 

・困った人も堂々生きられる社会へ 

・しっかりと伝えていく！広がれ！ 

・笑うスマイル 

・伝えていく！広める 

・だれかががんになったら今度は私がささえます 

・治療に送り出してくれた社会に感謝 

・普通につきあっていきます 

・がんを自分ごとに 

・がんになっても安心できる社会を、 

・がんを克服して定年まで働けますように。 

・自分のカラダの声をちゃんと聴きます 



・癌になったからこそできることもある。ピンチをチャンスに変えていく！！ 

・がんが治る病気となる 

・がん患者を支え続ける！ 

・死なない 

・や家族ががんになっても希望を持って生きられる社会にしたい 

・がんと共生する社会を創ろう 

・心は一つ！！ 

・あきらめずには終わりなし！！ 

・これからもしっかり検討する 

・どんな時も楽しい出会いと別れをできますように！ 

・相手を想いやる 

・学びを受けとめ、すこやかな未来へ！ 

・いつも積極心で！ 

・心は病まさない 

・がんになっても一緒に 

・それぞれ違うことを理解して 

・がん対策と自殺対策繋がっているのですね。どちらにも関わりを持ち続け自分の持ってくる力

を支え続けていきたいと思います。 

・残してあげられるのは「思い」と「笑顔」・残す側の人より。 

・子供達が笑って過ごしますように(^_^)  

・ガンを治す 

・ふじみ野市で、がん対策を進め、ふじみ野市で良かったと言われる街にするジムに通い、健康

な体づくりを心がけます。乳がんに負けない心を作る。 

・勇気の出る社会にしてほしい 

・病気に負けない！！ 

・共に生きる 

・秋山さんと自分が生き続けますように 

・がん対応は働き方改革 

・明るく楽しい事たくさんやる！ 

・支えてくれる人に感謝の気持ちでいっぱいです 

・がんと共に生き、がんに負けずにがんに勝つ 

・がんとの共存。ポジティブに生きる 

・がんだけでなく、人にやさしい社会へ！ 

・治癒に近づく治療の提供により希望をつくります 

・がんになっても希望をもって活動できる社会に 

・みんなに検診を呼びかけます 



・ガンの方を応援します！ 

・WAA で Next Ribbon を応援します♡ 

・元気に生きる 

・本人がどうしたいのかその希望に寄り添う人間になる 

・協力 

・すべての労働者に平等な待遇を 

・元気で生き！！楽しい毎日を過ごす！！ 

・ガンを経験した社員のコミュニティ活動を通じて社内外にがん就労両立支援を広めていく 

・泣いていいのよ、前に進もう！ 

・がんへの理解が深まりガンを罹患しても、誰もが社会の中心で、共に働く社会になりますよう

に堀口・・頑張ろう！！負けない！！ 

・One day one life!  

・病気は順番、がんになっても居場所のある社会に！大腸がん早期発見・早期治療経験者 

・闘病休職を終えたら職場でがん検診推進運動をする 

・今の自分を受け入れて運命を受け入れて 

・正義・信念を持って伝える一人一人が社会をつくる 

・頑張りすぎず、でも信じることを諦めない心を持つ！ 

・一人一人が健康発信の中心になる社会に 

・自分の関わりから守れる命がある 

・人間ドッグをやる 

・「心」が大事に！ 

・笑顔！ 

・健康人生家族全員２２世紀もいきいき人生 

・まずは検診！恐くないから！ 

・家族を支える 

・国民が等しく費用の心配なくがん検診や治療を受けられる世の中になるようにたくさんの人

が、自分らしく生きられるように 

・Keep On Living, All You Need Is Love.  

・皆がその人なりに生きていける社会へ！ 

・楽しい未来のイメージに自分の体を連れて行こう！ 

・あるがまま...がんと歩む♡ 

・弟をがんから救い夢を実現させる。がん患者のための行動する！ 

・家族のみんなで、がん検診をうける 

・身体を動かす！ドック受診！ 

・５０歳になったので毎年検診を受けてます 

・がん患者が働きやすい社会になりますように。 



・みんなに検診受けてもらうぞ！ 

・検診計画通り実行する 

・自分の体の声をききましょう！ 

・がん罹患者が安心して就労できる日本社会をつくる 

・笑って泣いてすごす 

・がん体験者も社会で働ける世の中に 

・治って１００名山とサブフォー 

・ステージ４だけど、がんと共存して楽しく生きる♡ 

・がんになったけど今年は仕事を見つけるぞ！学んで語ってがんでも楽しむよ♡ 

・サバイバーの人達が幸せに過ごせる社会になりますように 

・悩んでも仕方ないことにとらわれず、前を向く！！ 

・サバイバーの人達が幸せに過ごせる社会になりますように 

・サバイバーでも普通の生活を送る！！ 

・共生・家族 

・癌検診うけようと思います 

・たたかわないけどあきらめない。 

・今年は入院しない！ 

・まず一歩。がまんしない。幸せだ！ 

・絆は大切 

・前を見ていこう 

・明るく、元気に♡ 

・ポジティブに！ 

・自分の価値観と生死感で幸せを感じることが受け入れられる社会になれますように 

・がんを他人事と思わない！ 

・マミーのがんが再発しませんように。 

・家族が心も身体も健康でありますように！！ 

・胃カメラ検診を毎年受ける 

・年１で必ず人間ドッグをきっちり受けてもらう 

・検診をうける事の大切さを伝える。 

・年に一回人間ドックに行って、自分の体を管理する！ 

・たくさんの人を助ける 

・今後コミュニケーションが大事になってくるのを考える 

・働いた時の初給料で両親を検診に連れていくたくさんの子供を救う♡小児科医になります 

・がんになってもその人らしく→心穏やかに生きられる社会を！ 

・すべてはサバイバーのために！！ 

・医者になってたくさんの人を救うために勉強をがんばる！ 



・がんになっても戻ってこられる会社が増えてほしい。 

・二人に一人という現実と向き合う。検診はうける。 

・ガンになっても普通に生活できる社会を！！今日一日を大切に！！今を最高に生きる！！ 

・自分や家族の健康管理を疎かにしない！ 

・おばあちゃんの死を決して無駄にしない。絶対医師になる！！ 

・健康診断・ガン検診の義務化 

・ガンになっても仕事の継続、社会復帰がしやすい社会になってほしい 

・両親にがん検診を受けてもらう。 

・毎年がん検診を受ける 

・病気だからこそできることを積極的にする。後悔しない！ 

・未来のイメージを心に移して...♡素晴らしい DRIVE を！！ 

・がんになっても安心して暮らせる社会を作って行きましょう！！ 

・母ががんにかかり、話ができなくなった２ヶ月がとてもつらかった。その間心を込めて最後

へのお手伝いしてくださった先生と看護師さんに感謝です。 

・がんを治療可能なものに！少しでもおおくの命を救いたい！ 

・がん治療に貢献する 

・みんなの夢が叶う社会になりますように... 

・もっとタバコにきびしい社会を！ 

・がんと戦う。 

・がんばる 

・野上くんが元気に仕事できますように 

・笑顔で前向きに(^_^)  

・前を向いて歩くぞ 

・ガンと共に生きるよ 

・ガンと心の散歩 

・必勝 

・友人の禁煙を応援 

・向井さんのお話を聞き、家族の為にもがん検診を受けようと思いました。 

・健康的に生きていく 

・毎日運動する 

・年に一回、人間ドッグに行く！ 

・健康的に生きていく 

・毎日運動する 

・前向きに楽しく 

・がんと共生社会に 

・ガンに負けない社会に♡ 



・パパにもうけてもらう 

・今年がん検診をうける。 

・パパにもうけてもらう 

・ネクストリボンが全国に広がりますように 

・がんとの共生！ 

・社会の偏見をゼロに！ 

・父に禁煙を実現させる！ 

・少しでも癌患者の方々の人数が減りますように。 

・人命の価値、生きる事の大切さを考えることができる人間が増えますように。 

・がん検診を受ける！！ 

・私は治る！健康になる！私は幸せ 

・理解ある社会に一人一人救われますように 

・副作用のない抗がん剤治療を開発する 

・タバコゼロの世になりますように 

・話を聞くことから始めたい 

・ありがとう 

・自分の体と向き合って仕事も頑張ります 

・早く乳がん克服！ 

・ガンにまけるな 

・がんとの共存社会が実現されますように 

・キャリアコンサルタントによる支援の輪を全国に広げていく 

・パパがまたロードスターを運転できるようになりますように！ 

・がんに関わる人々に会社としても個人としても貢献したいと思います。 

・再発しないように運動する！ 

・お母さんと語った夢、ぜったいに叶えます！ 

・前向きに生きる！！ 

・自分が源泉！行動をしよう！！仲間がいる！！ 

・がんになっても自分らしく生きていける会社でありますように。 

・治療をしながら働ける職場をつくりますよ。 

・がんになっても自分らしく生きていける社会でありますように 

・治療をしながら働ける職場を作りますよ。 

・大丈夫。支え合って、前向きに！！ 

・今年も再発なく元気に働けるよう頑張ります。・支え合える日本になってほしい！ 

・サバイバーの友人とランチして勇気をお互いに受け渡す 

・元気に毎日を生きる、楽しく生きる 

・自分も周りもまずがん検診！ 



・今をベストに生きる 

・がんは治せる病気になる 

・がん情報普及に努めます！！社会復帰する 

・みんな幸せになりますように 

・がんも風邪のように、ちょっとかかっても治るものになるといいな 

・一人にならないように。 

・若者が安心して暮らせる社会 

・新薬の承認、スピードアップ、厚生労働省へ 

・がんでも、そうでなくても、みんな笑顔で繋がりたい 

・病気になっても頑張らなくても生きていける社会 

・患者と社会がより共生していける社会 

・苦しい時に勝ってこそ、本当の人生を送ることになりますよ！！ 

・皆が幸せで暮らしやすい社会に 

・共生して１００才までいきる！ 

・私も検診を受ける 

・サバイバーの多くの方と関わって元気の輪を広げよう 

・生き生きとした楽しい人生を過ごしていたい 

・人間ドッグを実施 

・死ぬほど働きたくはないけどできれば死ぬまで働きたい 

・「がん」が「治の病」となり、当たり前のように一緒に生活、仕事が出来る社会になるよう

願っています。 

・主人のがんの宣告から１年。ともに闘う、ともにいきていく、がんと闘うすべての人が生き

ていきやすい社会になります様に 

・私は運がいい、みんなありがとう・・がんになっても納得して人生を歩める社会になります

ように 

・患者の声をもっときいてください 

・がんの教育、重要 

・妻に検診を必ず受けさせる 

・がんになってもあせらない 

・ガン検診に行こう！＃ネクストリボン 

・共に健康に歩んでいく！ 

・食生活に気をつけて健康に過ごすゾ 

・がんとむきあう 

・明日からも頑張ります 

・一人でも多くの方を支えます。アドボケーターとして 

・手と手をつなごう！！ 



・サバイバーの母をサポートしていく！毎年検診を受ける。 

・今年こそ、がん検診を受けます。 

・自分の体験を誰かの力にしたい！！ 

・正直怖い...。でも今は生きてる！ 

・健康診断を周りにすすめる。必ず受診しよう！！ 

・東京オリンピックもその次も生きて観るぞー！ 

・サバイバーの声を挙げよう！ 

・共に生きるしかないなら生きましょう。 

・あかるくいきよう、がんに負けるな 

・がん、病気になっても会社や上司や同僚に理解をしてもらって働ける社会になるよう願いま

す 

・がんがなおる時代に必ずなる。 

・早くガンで亡くなる人がなくなりますように！がんの治療研究が進みますように！ 

・パパと子供の結婚式にでる！！ 

・たにんごとではありません 

・主人を支えています、諦めません 

・理解を広めたい 

・ガンと共存しやすい国乳がん患者４４才 

・がんと共に生きることがあたりまえの世界に！ 

・未来の為にみんな生きよう。 

・自信を持って！自分！ 

・会社の中に、がんの治療と仕事の両立をサポートする支援プログラムを立ち上げる！ 

・車中さんの手紙が成功することを願っています。 

・ガンをもっと知る。理解する。 

・現在の治療を終え、職場復帰します。 

・くよくよしない！やりたい事をやる！ 

・家族のために生きる。自分らしく生きる。毎日を大切に生きることができている私は幸せだ

と思います。チャレンジの毎日ですが、もっと楽しく幸せになります。 

・がんを知る・考えられる人がふえますように 

・生きているといろいろな事があります。すべて前向きに考えよう 

・もあなたも、笑顔で乗り越えられる！きっと！！ 

・がん患者と共存できる未来を作れる社会を 

・家族のためにも、検診うけます！ 

・がんになっても笑顔で共に生きよう！！ 

・がんで悲しむ人や苦しむことのない社会にしたい！！副作用の少ない薬が開発されて一人で

も多くの人が助かるように 



・自分と自分の大切なひとのためにがん検診を受けます！！！ 

・生きる希望を持って！ 

・がんになっても人生これからです。 

・がんになっても共に生きていこう！！ 

・お父さんお母さん見守ってね。がんばります♡ 

・がんだからと特視されない社会に！！ 

・乳がん検診、私も必ず受けています。アナタも！！ 

・みんながあなたをまっているよ。 

・がんばってください 

・がんは治る！笑顔で、みんなで向き合っていこう！ 

・がんが簡単に治る病気になります様に！ 

・がんと共に生きる社会をみんなでつくろう！ 

・早期発見が大切。毎年人間ドックに行きます。 

・自分は大丈夫だろう、という考え方はやめて、検診受けよう 

・俺は鼓舞士！何度でも立ち上がれ！応援しています！ 

・大切な家族をがんでなくならない世界 

・がんがなくなりますように... 

・がんになっても、いきいきと暮らそう。 

・乗り越えた先にまた楽しい生活が待っています(^ ^)応援しています 

・ファイト！元気だして！がんになってもまえないで！！ 

・明日は必ずやってくる。自分を信じて！ 

・がんになってもこわくない。皆がいるから。 

・がんになっても治療をしながら、家族と普通に暮らしていかれるような社会に。治療しなが

ら働いていけるように！ 

・がんになってもその人らしく生きられる世の中になりますよう♡ 

・がん最前線。応援しています 

・毎年検診うけます。 

・ごく普通に生きることの幸せをかみしめたい 

・感謝 

 

■以下 11月 20 日追記 

 

・みんな元気になれ！！ 

・みんな幸せで健康であるように 

・天災のない平和な日々が続きますように 

・がん検診を受けましょう。早期発見・早期治療を！！ 



・みなさんが、ベストな治療を受けながら、自分らしい生き生きとした人生を歩めますように 

・未来に向けてがんばってくださいね 

・感謝 

・心の下座 

・みなさんが元気で幸せに過ごせますように♡ 

・みんないい日がきますように 

・いい日がきますように 

・元気に皆さまが退院出来ます様に 

・俺も頑張ってる！！ファイト！！ 

・患者さんがみなが幸せになれますように... 

・リボーン（再生）があらゆる意味で行われますように 

・絶対治る 

・ずっと自分の好きなことをしていけますように 

・自分らしく、楽しく、輝く人生を送りましょう！！ 

・お母さんのびょうきがなおりますように。 

・1日 1日を大切に！！病気を人生の経験にいかせますように！！ 

・がんになっても大阪マラソン完走するぞ！ 

・がんも私の人生、1日 1日大切に楽しく生きます 

・ここにいるみなさんがよくなりますようにいのっています。 

・希望を持っていれば、いつかきっと治ると信じよう♡ 

・早期発見のため、日頃から身体のことに関心をしっかりもっておくこと... 

・ありがとう 

・早くがんが治りますように！ 

・家族と 1日も長く楽しく過ごせますように！ 

・私は検診を受けています。みんなで支えられる世の中に！ 

・明日元気になれるように 

・皆様に少しでも笑顔で人生を歩んでいただけるようサポートしたいと思っています 

・パパはぜったい治る！ 

・大阪のおばあちゃんが元気になりますように。 

・がんと闘うすべての人が、その人らしく少しでも笑顔で過ごせるような世の中をめざしたい

です。 

・がんが完治する時代が早く訪れますように。がんになっても明るく♪ 

・早期発見が本当に大事！検診受けます！ 

・大切な人を守るために、がんにならない生活習慣を 

・製薬業界でも就労の継続が難しい現状... 

がんになっても普通に働ける社会を目指しませんか？ 



・負けるもんか！！ 

・がんになっても、周りみんなの応援がとても力になり、新しい人生が輝いています。 

・いつまでも元気で暮らせますように。 

・楽しく！！ 

・もう頑張れない。頑張らない。 

・母に時間を、お願いします。患者本人、家族の負担が少しでも少なくなりますように。 

・がんに負けない強い心を持ってこの先も世界一大切な娘と暮らせますように 

・がんになっても終わりではなく、戦っていく勇気をたくさんもらいました。 

・ばあちゃんがずっと笑顔でいられますように... 

・じいじのびょうきがなおりますように。がんばれ 

・病気になっても人生は続く。気持ちに負けないで！！ 

・皆が健康に近づけますように♡♡♡ 

・早く元気になりますように 

・毎日が楽しんで生活出来ますように！ 

・幸せに毎日生きられますように 

・がんばりすぎず、でもヘコタレズ。 

・がんに負けずに頑張ってあきらめないで 

・おばあちゃんが元気でいられますように！！ 

・みんなのがんが早く見つかり、治療が上手くいきますように 

・いつも応援してくれてありがとう♡ 

・辛くない治療が出来ますように♡ 

・辛い治療を乗り越えれば楽しく元気な未来が待ってるよ♡ 

・自分ががんになり初めていろいろなことが現実となった。そしていろんな事を考え、向き合

うようになった。ステージ０で見つかってラッキーだった。検診の大切さを実感した。 

・元気に過ごせます様に 

・じいじがはやくなおりますように 

・乳がん検診で異常がありませんように。 

・ままが元気になりますように...♡ 

・がんが治りますように！がんにまけませんように！ 

・希少がんでも治療の選択肢が増えますように。標準治療がたくさんできますように 

・がんと共に生きる支援の充実をめざそう！ 

・がんによる症状が少しでもやわらげますように♡ 

・早く元気になりたい 

・がん末期の妹とともに歩みながら今年までしなかったことを共に体験してます。 

・バランスの良い食生活大切！！ 

・愛する娘とこれからもずっと一緒にいられるように！がんばる！ 



・空大真日菜が元気で幸せに暮らせますように♡みんな幸せに暮らせますように♡ 

・自分の命を自分で守りたい。みんなをすくいたい 

・早期発見の為がん検診を受けましょう 

・どれだけ若くてもがんになる可能性はあります。症状なくても網羅的検査できる対策を！ 

・ストレスのない社会を作ることがガンを減らすために大事。 

・がんが全て消えてなくなる薬を作れるように研究費をふやして欲しい 

・早く命を大事にしたい！！ 

・すべてのがんが治る新薬が早く出来ますように 

・がんと共に頑張ります 

・みんないるからね。一緒に！！がんをなおして下さい。 

・たくさんの患者の笑顔が見られますように。 

・がんになっても自分らしく生きる！ 

・毎年がん検診をうけよう！ 

・がんに関する正しい情報を見分けられる力がみんな得られますように(^^) 

・寄り添う、受け入れる。 

・病気も私！！私らしく生きる 

・がんになってもおしまいじゃない、自分らしく生きられる社会に！ 

・がんになってもたくさん食べてたくさん笑う！！ 

・がんと生きることは大変、でも乗り越えて頑張る 

・がん患者がストレスなく過ごせる社会に誰もががんを患う時代、がんと共に生きることが自

然とできる社会に！ 

・耳をかたむけよう 

・乳がんは怖くないよ！！治療すればよくなる！！ 

・いつでも笑顔！！ヒーローサイコー！！ 

・早期発見！乳がんなくなれ！ 

・家族みんな応援してる 

・いつでも健康にいられますようにいつも笑っていよう 

・乳がんで悲しい思いをする人がいなくなりますように 

・乳がんで悲しむ人が無くなり笑顔のあふれる世界へ 

・いつまでも仕事をしていきたい 

・早期発見 

・同じ病と共に歩む私達！元気に穏やかに生きていきましょう♪ 

・不安かもしれない。不安だよね。でも大丈夫！！一人じゃないよ。 

・みんなが綺麗な体になれるように 

・検診しよう 

・がんになっても負けないぞう 



・受け入れて生きる 

・みんなで、明るく、楽しく、たくましく 

・みんなでがんばろう！！ 

・病気になったからこその出会いを大切に、日々楽しんで生きる！！ 

・みんなでがんばろう！！ 

・助け合ってカバーしながら仕事をする 

・がんでもはたらける社会になってほしいナ♡ 

・がんになっても前を向いて生きる（^^） 

・がんのイメージを変えたいぜ〜！ 

・がんになっても笑顔でいられる社会に！！ 

・正しい情報の発信とキャッチできる社会へ！！ 

・みんなで寄り添える世界になりますように 

・1日 1日大切に 

・がんになっても人生楽しもう〜 

・がんであることを隠さずに、誰でも患りうる病気だと認識してもらえる社会に 

・がんになっても私は私！これからも元気でいよう！ 

・新薬を患者さんにお届けできるようこれからもがんばります 

・すべてのがんがなおる日がくるように 

・自分だけじゃない、病気になってできた出会いもある 

・がんになっても泣かない。きっとその先に明るい光が見えると信じて 

・がんになっても自分らしく生きられたらいいですね！ 

・がんに負けず自分にも負けず。だから実り多い楽しい人生を送ろう！ 

・今度は私が支える番！！ 

・がんは誰にとっても身近なモノ。そんな認識が共有できる社会に！ 

・早期発見がその後の人生に花を咲かせる 

・乳がんで胸をなくして悲しむ女性が減りますように 

・がんになっても明るく元気に！！ 

・人生８０年以上、健康で輝いて生きられますように！ 

・健康第一 

・がんになってお友達が増えました！！今は幸せです♡ 

・＂がん＂だとか関係なく、当たり前に生活できたらいいのに 

・楽しく生きる！ 

・くじけない、負けない、病気でも夢を持とう！ 

・病気に負けません。 

・きれいになりたい 

・みんながいつまでも笑顔でいられますように 



・I have breast cancer. But I’m happy now. Never give up! 

・仕事とも楽しい人生 

・BE HAPPY & SMILE! 

・がんの家族、同僚、患者、みんな仲間だよね！ 

・みんなあきらめずに頑張ろう！ 

・みんな仲間だよ♡お声かけてください。 

・がんになっても私は私。今日を大切に生きよう。 

・あきらめるよりも信じることに賭けてみる。 

・傷だらけのヒーロー。まさにサバイバー全員です。がんばろう 

・必ず治ります！ 

・がんは治る！！そんな時代がきますように！ 

・乳がんだけど幸せです。 

・自分らしく、楽しく 

・がんに負けないよ！笑って過ごそうね〜。皆さんと共に笑顔の社会で溢れますように 

・私は元気になって登山にも復帰。乳がんでも治療すれば大丈夫。 

・検診大切に。 

・乳がん検診。検診に行こう 

・がんでもそうでなくても希望を持って生きる 

・がんになっても家族の大切さに気づきました。毎日笑顔でいたいな。 

・検診は大切。今年初めて受けました。 

・がん検診します。 

・周囲に感謝！！日々大切に過ごします。 

・がん検診しましょう。 

・がんで亡くなる人がいなくなるといいです。世界の人たちの笑顔で溢れますように。 

・みんなが笑顔になれる社会に(^^) 

・ファイト！ 

・みよちゃん、検診受けて異常なしよ。 

・がんになっても幸せに、いきいきと！ 

・乳がん検診忘れずに！！体の痛み、心の痛み、和らぎます。 

・早く見つけられればこわくない。 

・検診だいじ！ 

・検診受けて幸せに。 

・トリネガでも頑張る。 

・いつまでも笑顔で歩きます。がんにならないよう。 

・がんになってもくじけず前へ前へ進もう。 

・がんになっても幸せになれると信じる。 



・がん、病気になっても今まで通り過ごせますように。 

・世界平和一番楽しく。 

・検診を忘れない！！ 

・乳がん検診きちんと受けます！ 

・いやがらずに参加しヨー♡健康♡ 

・乳がんが早くなくなりますように 

・たくさん笑顔でわがままに楽しくいきましょう♡♡ 

・がん...何でもないわよ！！風邪をひいたようなもの！！ 

・検診を受けよう。仲間はたくさんいます。 

・不安...再検査でも、でも...とにかく検査 

・がんで命をおとす人がいなくなる社会を！ 

・がんになっても楽しく生きられる。でもできればならないほうがいい。早期発見が大切。 

・ともちゃんが元気になりますように。乳がんにかかる人が一人でも少なくなりますように。 

・検診は毎年。 

・家族や友人のためにも皆んなで検査検査！ 

・大切な人たちのために...検診を！！ 

・定期検診は忘れずに 

・乳がんぼくめつ！！ 

・怖がらす検診、おっぱい大切♡ 

・早期発見！がんが認められる社会に！！ 

・早めに検診 

・毎年忘れず検診をしていきたい！！家族の為にも 

・がんばれますように 

・必ず検診 

・＂死なない＂どう生きるかじゃなく自分らしく生きる！！ 

・がんになっても今までと変わらない生活を送れる社会へ！！ 

・早期発見！大事なこと。 

・早期発見。検診へいく 

・がんはなおる病気になる！！でも早期発見！検診に行きます！！ 

・企業側も罹患者に優しくなって！！乳がんでもはたらけます！ 

・治療頑張れ！ 

・がんは家族も協力を 

・がんで失う命が少しでも減りますように 

・必ず検診を！ 

・年一回の検診、初期発言！！ 

・若い人も他人事じゃない。 



・がんになっても、社会復帰しやすい社会に！！ 

・早期発見！検診！！ 

・検診受けましょう。 

・検診でがんのない社会へ！ 

・自分を大切に♡ 

・皆が happyに！smile！！ 

・早く完治の薬が開発されますように！ 

・ママのがんが、なおりますように♡ 

・楽しく治療がんは初期なら死なない 

・不安も検査でとぶかも！ 

・お誕生日と検診は年一回！ 

・面倒がらずに検診を！ 

・いつまでも、ス・テ・キにね！！ 

・検診を受け早期発見・早期治療 

・早期発見。検診。 

・いつまでも輝いているぞ！ 

・がんが少なくなる社会へ！ 

・親しい人が乳がんに！！私も？ありえる！！ 

・早期発見頑張りましょう 

・前進あるのみ、がんが世界からきえる日まで 

・早期発見と支え合い！！ 

・早期発見！ 

・ちょっとこわいけどよし！受診しよう！ 

・いっしょにがんばろう！ 

・検診は年に一回のお仕事だ！ 

・早期発見。毎年検診 

・検診を受けましょう。早期発見 

・早期発見が大事。検診受けます。 

・早期発見が命を救う！必ず検診をしましょう！ 

・頑張りましょう！ 

・がんになっても走り続けられるように頑張る！ 

・早期発見が早期にメジャーになりますように！！ 

・笑顔でガンバッテ 

・乳がん早期発見が大切。今月検診に行きます。 

・たくさんのおっぱい撮影する！！ 

・検診は早めのうちに 



・毎年検診毎月セルフチェック 

・がん＝死ではなく、その後の人生も十分価値がある。 

・私も検診でひっかかりました。検診大事です。 

・検診大切だよ。 

・笑顔で毎日過ごせますように。 

・早期発見で乳がん手術しました。今元気です。 

・がんの経験がこれからに活かせる社会へ 

・今を生きる、全力で。 

・がんには負けない世界中から乳がんで苦しむ人がいなくなりますように 

・びょういんに行って、元気になってね♡ 

・切除しなくても良い。医療の進歩を願います。 

・乳がんに勝って輝く人生を。 

・普通のことを普通のまま過ごせるように！！ 

・がんに勝つ。検査を受けよう。 

・前向きに！どんな時も 

・がん検診で自分を大切に！ 

・がんについて出来ることを考えて向き合って行く！！ 

・自分の身体と向き合おう！ 

・一緒にここから♡ 

繋いでいこう♡ 

・がんになって命に限りがあり、かけがえのなさを知りました。 

・毎日元気に過ごせますように！ 

・がんに負けるな、いつまでも元気で 

・楽しく笑いのある毎日でありますように♡ 

・長生きしなくては 

・がんの公表も恥ずかしいと思わずに居られる社会を！ 

・検診行って健康で楽しく生きる 

・がんは恐くない！きちんと向き合えば治すことができる！ 

・年に一回のがん検診を自分でも月一回接触を 

・定期検診を大切にします♡ 

・検診を受けます。 

・こわがるばかりじゃダメ！行動しよう！ 

・みんなで乳がん検診受けましょう 

・みんなで検診受けましょう。私も受けてます。 

・８５才頑張る 

・先ずは検診です！ 



・ずっと笑っていたいから。 

・大切な誰かのために！！検診うけよう！！ 

・まずは検診です！ 

・早めに検診 

・がんになっても笑おう、支え合うから！ 

・がんと戦いながらも輝く笑顔で Keep on smile 

・家族のために今年は検診 

・検診は大事 

・初めてで嬉しい 

・周囲の人が健康診断でがんが発見され、今健康に暮らしています。やっぱり健康診断大切で

すね。 

・前向きに生きる。 

・検診の大切さを広めたい 

・共に生きる！頑張ろう。 

・おじいちゃんのびょうきがなおりますように 

・家族全員が健康でいられますように 

・自分の身体を大切に。定期的検診をうける！ 

・検診受けよう！ 

・大切な事！わすれずに！ 

・1日でも長く楽しく生きる！ 

・早期発見できるようにマンモグラフィを撮影します！ 

・検診行って安心、そして早期発見で安定を 

・先手必勝！恐れずがん検診を受けよう♡ 

・検診受けよう！ 

・検診は受けよう！ 

・検診することで安心する！ 

・がんと共に生活出来ますよう 

・がんの検診しましょう 

・必ず検診！女性がいつまでも笑顔でげんきに！ 

・毎年検診！ 

・がんと共にいきる！ 

・一年に一度は必ず検診する 

・自分の体は自分で！早期発見！いつまでも女性です 

・定期検診、早期発見 

・がんになっても受け入れてくれたたくさんの仲間たちがいた。 

・家族みんなと仲良くしたい 



・頑張ってください 

・検診大切 

・今を大切に今を幸せに頑張りましょうね 

・検診受けて楽しい生活を 

・一年に一度は検診を受けましょう。 

・年に一回検査しましょう 

・全力で前向きに 

・撮影を受けましょう 

・早期発見のために検査を受けましょう！ 

・私もがんと戦ってます。みんながんばれー 

・がんがなくなることを祈る 

・早期だと怖くない！行こう！！検診！！ちゃんとがんサバイバーになったよ！！ 

・前進！ウォーキングも機会に検診を！ 

・検診に行きます。友達と誘い合って行きます 

・早期発見で一人でも多くの命が助かるように 

・乳がん検診を知ってほしい 

・変と思ったら早く見つける 

・まだまだこれから。できることはたくさんある。 

・皆が平和で健康な生活を送れる社会になりますように... 

・検診にいきましょう 

・必ず検診を！ 

・明るい未来はもうすぐそばに！ガンバロウ！！ 

・がんになんか負けないで。元気！ 

・妻の乳がん、１４年目です。 

・検診は絶対ですネ。 

・早期発見が大切 

・生きるって素晴らしいね。 

・毎年か必ず検診へ GO！ 

・のりこえられないことはない！ 

・みんなに呼びかけますよう検診 

・早期発見がたいせつ！ 

・楽しい人生過ごしましょう！ 

・がんになっても変わらないよ！ 

・みんなで声をかけあって検診を受けましょう！！ 



・ウィッグや治療の補助金、会社の休暇...それらは「私、がんなんです」という証明を出さね

ば受けられず、その情報がモレることがある。会社で、いつの間にか「あの人、がんだって

ー」とウワサされたり。 

・がんの罹患や治療を公表しなくても、支え合える社会になってほしい。 

・がんになっても働き続けられる社会へ 

・情報不足が恐いの！聴覚障害者もがんが恐いの 

・がんとの“共生社会” 

・がん患者にとってやさしい社会になりますように！ 

・早く笑顔になれますように！！ 

・がんも自分の身体の一部大切に向き合い、楽しい未来を歩いていきましょう 

・がんに負けない 

・がんになって良かったと思うことがあります。がんになっても安心して生活出来る。“みや

ぎ”へ 

・私もがんに負けないぞお！ 

・早く治療が終わり生きられますように。 

・がんが早くなおります様に 

・理解、共感 

・ふつうでいられる幸せ！！がんと共に生きること。 

・早期発見！みんなで検診へいこう 

・がん検診を恐れない！ 

・がん検診を受ける事が当たり前になって早期発見へ！！ 

・がんと仕事と両立、不安にならない社会を 

・がんになっても心がよせられる仲間やサポーターはいるので楽しく生きましょう 

・がんの早期発見と医学の益々の進歩 

・がんになっても変わらない人生を！！ 

・がんは特別じゃない！！大丈夫！！みんなに大きい声で検診すすめよう！！ 

・早期発見・早期治療が大事です。乳がん検診にいきましょう！ 

・あなたはかけがえのない人。一緒にいきましょう。 

・がんにまけるな！！ 

・いつかはがんになるかもしれない。がんと生きられる社会へ。 

・がん＝「つらい」でない社会へ 

・がんになっても当たり前の生活が、当たり前にできる社会を作ろう 

・マンモグラフィがもっと広まりますように。 

・マンモグラフィを受けよう。 

・早期発見、がんになっても元気です。 

・日常に戻れる事の幸せを。聲にも感じてもらいたい 



・青空！太陽がいつでも見られるように！早期発見。検診を大切に！ 

・がんになることは終わりになりことではないと強く感じます。 

・楽しく自分らしく人生を生きられますように！！ 

・２０代から検診を受けましょう！未来の自分のために 

・早期発見・早期診断を。 

・がん患者とそのまわりの人たちが笑って過ごせる社会に！ 

・がん患者に優しい社会を！！ 

・がんに負けないみんなで一緒に 

・病気になったから見えてくる大切なものがある 

・乳がんになってもあきらめない 

・人の優しさに触れるチャンスが増えます。 

・がんはこわくないよ。わかったらすぐ行動しよう。 

・がんになってもならなくても 1人 1人が大切にされる社会 

・私もがんと共存しています。 

・一緒にゆっくりがんばりましょうね。 

・げんきになるように。 

・毎日楽しく過ごしましょう。 

・じいじが元気になれますように。 

・人は経験しないとわからないことがある。がん患者の気持ちを活かしたい。 

・再発になりませんように。こうちゃんありがとうね 

・元気になるように。清子 

・がんに負けない！！！楽しく人生を過ごしたい 

・アイドルになれますように。病気なおりますように 

・オブジーボでがんが消え、仕事と治療両立しています。あきらめないで！治る！！ 

・がんにならない様健康に気をつけよう 

・「がん」が治る世の中になりますように 

・長生きしたい！！ 

・ちちがもうにゅういんしないように 

・がんでも仕事ができるように！ 

・元気になりますように 

・がんになってもこわがらないで！私はステージ４になって１０年すぎたヨ！ 

・生きたいを大切に 

・vou vencer o cancêr♡ 

・おじいちゃんが元気になりますように 

・いつまでも元気にすごせます様に！！ 

・がんキャンありがとう。前向きに生きて楽しい人生 



・みんなで頑張ろう！！ 

・ポジティブ！ポジティブ！！ポジティブ！！！ 

・がんと共存して楽しく前進しよう！ 

・早くなおりますように 

・大丈夫、あきらめない 

・少しでも元気になって笑顔でいられます様に 

・早期発見が大事です 

・語りと科学的根拠からがん治療は始まる。まず正しくがんと向き合うこと。 

・早期に皆が発見できる日が来ますように。検診を受けよう。 

・あーちゃんが早く良くなりますように！優と元気に 3 人で旅行に行こうね 

・がんに勝って happy 

な生活ができますように♡ 

・アイドルになれますように りょうな 

・まだまだこれから！がんばりましょう！！ 

・はやくなおりますように。 

・ひつような人に必要な医療がきちんと届く世の中でありますように。 

・がんになっても前向きに！前進前心！ 

・大丈夫、自己判断はがんの始まり。がんになり改めて気づく家族の絆 

・がん治療に感謝！家族皆で頑張るゾー 

・がん治療は先が見えない。仕事もしながらいつまで頑張るのか。それでも育児もあるし生き

ていきたいから、することはする。 

・LOVE JOY 

・いつも有難う。皆が健康であります様に！ 

・がんになってもこわくないよ。 

・がんで苦しむ人が 1 人でも減りますように 

・がんにならなかったら出会えない人達と出会えた素敵です。 

・好んで病に、がんになったのじゃない。神様、私の大事な子を選んだのですか？お答えくだ

さい。どうか 

・お父さんの肺がん仙骨がんが 1日でも永く頑張れますように祈ります 

・がんになっても一日楽しく過ごす方向に 

・がんになってもフルマラソン完走めざします！ 

・みんな元気になりますように 

・がん克服します。親のいない子が増えないように。医療の発展、元気で長生きを願ってま

す。 

・がんと共に一生ついて行く。幸せ求めて生きる人生のみ 

・家族、病院のスタッフの皆さん。ありがとう。頑張るね。 



・がんで悲しい思いをするすべての人々がいつの日か“D”になる日が来ますように 

・生れてきた事にも病気なった事にも意味があるはず。素敵な人生を。 

・自分でチェックできるがんは乳がんだけ、セルフチェックで早期発見して。絶対に治してみ

せる！ 

・薬が効いてくれますように！！元気になる！！ 

・できることを、ゆっくりやっていきたい！！ 

・がんが治る世界、その認知が広がりますように 

・がんに、気持ちが負けぬようにしたい家族や仲間が支えてくれている。がんを治してみせ

る。 

・1日も早くがんが完治する日が来ますように。人間に幸せを！！ 

・友人知人に検診を受けるよう、どんどんすすめようと思います。 

・家族にありがとう感謝、きずなが強くなりました。 

・家族にめいわくはつらい。頑張るしかない。 

・ひとりぼっちではないから。 

・はやく元気になってね。 

・夫が肺がん。前向きに人生を送っています、大切な時間、大切な今。 

・がんになってもびょうきが 

なおりますように。 

・がんになって人生分かる事もある。全てを前向きにとらえよう♡ 

・がんで苦しむ人がいない世界になりますように。 

・生存率は低いけど...５%の可能性を信じて...！！ 

・Enjoy! 

・がんに負けるな！絶対に勝つ！ 

・パパだいすきパパげんきになりますように 

・がんになっても「命」の方が強いものです。みんなでがんばろう。 

・副作用のない薬ができますように！！ 

・苦痛のないがん治療が早くできることを望みます。 

・かぞくのささえ、いつもかんしゃしてます！ 

・ガンバレ 

・おとんのがんが早く治りますように！元気で長生きできますように。 

・母の病気が治りますように。 

・父が毎日楽しく生きられますように。最後まで笑って過ごせますように 

・毎日ガンバッテいます、主人に感謝 

・手術してくれた素晴らしい先生方に、看護師さんに感謝しています。 

・今を生きる！！ 

・絶対にがんにはならないと思い込んでました。これからは定期検診をうけるようにします。 



・ここで知り合えた友達みんな予後がいいことを祈ります。No 再発。No 転移。 

・早く元気になりますように 

・転移がなく元気に過ごせますように♡ 

・優しい気持ちで生きられるように 

・がんになっても人生たのしいー！ 

・あしたはれになりますように 

・がんになった時ささえになってくれた全ての方々に感謝です♡ 

・世界平和。 

・みんなが笑顔で過ごせますように♡ 

・皆さんがんばりましょう。仲間がいます。 

・1日も早く治りますように♡ 

・元気になれるように 英理 

・one for all, all for one 

・ママさまのがんが完治しますように 

・骨髄移植にもっと理解を！！ 

・皆様が 1日も早く良くなりますよう、お手伝いいたします！ 

・定期検診を受けるようにし、早期発見出来るよう心がける。 

・みんな早く元気になって下さい 

・きっと光がみえます、「がん」になっても前向きに頑張ろう 

・頑張りすぎないようにほどほどほどに頑張るように気をつけたい 

・がんと共に、優しい人生、家族と共に歩みましょ！！ 

・毎日の生活大切にします。がんがなくなる日がきますよう。 

・がんによく効いてカラダに負担のない薬や治療が一般的になってほしい 

・早く良くなってゆうくんと幸せになりたいなあ！！ 

・おとうさんがげんきになりますように♡ 

・がんになって人の気持ちや痛みがさらに分かる人生になる 

・じいちゃんが元気になりますように！ 

・はやくよくなるように！ 

・人生リセット！新しいスタート地点へ 

・皆さんが元気になられなすように！ 

・がんになったけどがんばって治療している、いのちのかぎり生きよう。守ってください。 

・感謝！Mahalo nui Loa♡ 

・パパがこれからびょうきにならないように 

・頑張ります。生きたい！ 

・孫の成長が楽しみ。前向きに生きます。 

・一緒だよ！これからも！家族だよ！明日も！ 



・心にやすらかな日々を...苦しみのないおだやかな生活を 

・お母さんが少しでも長く過ごして生きられますように... 

・世界中の人々が幸せになってほしい！！私のドナー様に感謝！！ 

・私自身の体調！みんなの健康 

・がんになっても元気に！健康に！ 

・おばあちゃんがよくなりますように あおいより 

・兄弟げんかをやめてなかなおりができますように 

・２６歳で初期の子宮けいがんということがわかり、早期発見早期治療で無事に手術で取り除

くことができました。若い人にも定期検診をぜひ受けてほしい。もっと受けやすい社会に。 

・がんのみんながげんきにいきられたらいいです。 

・早く見つかり社会に戻れるように。検診が当たり前になる社会へ 

・お父さんも元気に退院できますように 

・不安しかないですが、ガンバリます 

・早期発見、元気でいましょう！ 

・４年前に乳がんになり、骨に転移もなく元気に頑張れています♡ 

・がんになっても人生を生きる、たのしく生活できると思う、自分を見つめて 

・がんに負けるな！！必ず治ると信じて！！ 

・健康は有難い！！がんに負けず、人生を楽しむぞ！！ 

・がんでも働くよ！がんばるよ！転移しないようがんばる、よろしく！ 

・早くがんが治り家族で楽しく暮らせますように 

・がんばりましょう！ 

・がんが世界からなくなりますように、がんかんじゃのみなさんがんばりましょう 

・病気に効く薬ができますように！！ 

・がんになっても安心して普通の生活が送れますように... 

・ストレスをためずにいつも楽しく笑ってすごす 

・お父さん早く元気になってね。みんなより 

・がんになったけどすばらしい医師にめぐり会えて幸せです。 

・がんになっても人生はおわりじゃない！！その後の人生楽しく生きていけるよう社会の中で

すごせるように... 

・早く元気になってね早希 

・時々泣いてしまうけど！でも毎日そばにいてくれるひとがいて幸せです。ありがとう。 

・おじいちゃんがげんきになるように 

・家族、助けてくださる人々に感謝です。 

・人生初の大病に、肺がんとたたかっています。 

・がん患者がみんな元気になって健康になりますように！！ 

・主人が手術を受けて健康になりますように！ 



・世界の皆んなが素敵な毎日をおくれますように！ 

・がんになって早（もうすぐ）１０年、健康のありがたさにバンザイ！ 

・ままげんきになってね 

・がんの経験がプラスになりますように！仕事ができる社会に！ 

・早く良くなるように！ 

・がんに負けないで元気になって楽しく暮らそう！ 

・この入院を機に世のため、人のため、自分のために 1 日 1 日を大切に 

・病気にめげずえがおで毎日をおくりましょう♡ 

・皆が笑顔でいられますように 

 

■以下 1 月 8日追記 

 

・どうか助かりますように。がん細胞消えてください。がん細胞消えて！消えて！消えて！ 

・感謝 楽しく生きていきたい。みんなが幸せに過ごせますように。 

・今年中にテレビにでれますように。 

・じじが早く元気になりますように！H.Y. 

・元気が一番(^-^) 

・手術大変だったけど私頑張った。胸を張って生きるぞ！ 

・じいじのガンが消えてなくなりますように 

・新しい治療法どんどんできてほしい。 

・人生大切に生きることが出来ます。病気になったこと悪いことばかりじゃないよ。 

・良い結果がでますように♡ 

・安心して長生き出来る社会になってほしいと思います。 

・病気という事に気負わず、周りに支えてもらい、笑顔で過ごす！ 

・がんの解明が進んで予防ができる未来を信じています。 

・がんばれ！負けるな！ 

・早く治してください！ 

・元気でいられますように！ 

・がんは治る病気なんだと、母を見て思います。 

・お母さんが少しづつ元気になりますように。 

・いつでも一緒だー 戦う！ 

・みんなが元気になりますように 

・がんにまけない、じじばばだいすき 

・がんになってたくさんの方にお会いできてうれしいです。 

・どこでも行けるようになりたい！パニック障害克服したい！お願いします。 

・絶対未来は明るいよ、愛してる！ 



・私の病気が早く治りますように。 

・家族全員がずっと健康でありますように。 

・支えてくれる皆様に感謝。ありがとうございます。 

・早期発見で人生を伸ばせるよ。 

・寿命だと思って生きる！ 

・穏やかに過ごしたい！ 

・検診が大事ですね。受診するようにします。 

・ガンでも負けない、楽しい人生を送ります。 

・元気になりたい。がんになっても。 

・自分を見つめ直すことが出来ました。ひたすら走ってきましたが足を止めた今、ゆっくり周り

を見てみようと思います。 

・頑張れ！ 

・どうか助けてください。どうか助かりますように。 

・ガンが消えますように。 

・ガンの告知から逃れたい！ 

・一秒一分命ありがたい。明日もがんばろうね。 

・私ののどのガン 言葉がうまく話せない 声がでない その分笑顔になりたい 

・J＂u  un  cancer! 

・ガンに負けない！！ 

・真の心光るまで 美沙 

・まさし 

・ガンが完治できるようにたくさんの薬ができたらいいな 

・癌転移、再発絶対にしないでほしい 

・がん＝死ではなく、がんは治るの認識が広がることを願います。 

・共に。 

・ゆあちゃん 

・お母さんのガンが再発・転移しませんように。私の大切な人達が健康に過ごせますように。医

療の進んだ日本になりますように。 

・私も同じ病。でも病気になるのは悪いことばかりじゃないよ！人の優しさにもふれられるよ

～！ 

・まさし 

・私も闘病中１前向きにファイト！がんは治ると信じて。 

・早く治りますように。 

・おじいちゃんが元気になりますように。また一緒に遊びたい。 

・再発しませんように！移植成功しますように１ 

・元気に退院できますように。 



・ガンが再発しませんように。生きたい！家族と一緒に笑顔で暮らしたい！もう涙はイヤだ。 

・誰もが自分の夢に向かってがんばれる社会に。 

・おようさん、どうか助かってください。 

・免疫細胞さん、がん細胞やっつけてください。お願いします。 

・この病院にいれば必ず治りますよ、大丈夫！ 

・支え合い 沢山のこと学びました。 

・がんになってもサポートしてくれる人が必ずいる！大丈夫！ 

・ガンの無い世界になりますように。 

・ガン治療がもっともっと発展しますように！ 

・私もがんです。辛いけど頑張りましょう。 

・おとうさん、ガンなおして。 

・夢があれば生きていける。大切な人を守りたいから生き続けるよ。あきらめないよ。 

・みんな毎日笑顔で過ごせますように。 

・“関係ない”と思わないで。早期発見が大切☆ 

・ガンなんかに負けないで‼ 

・ありがとうございます。これから頑張ります。 

・生きろ 生きろ 生きろ 生きろ 

・ガンに負けずに生きる！ 

・一日も早く元気に 

・がん患者がお互いに話し合える場を一杯一杯要望！ 

・ばあばが元気になりますように 

・おかんが体力が戻り、治療ができますように！ 

・もう絶対がんにならない なおしたい 

・町田さんが元気になりますように♡またみんなで旅行に行けたら幸せです 

・木村善男さま 私をひとりにしないで。 房子 

・おじいちゃんを守ってください。 

・パパと帰れますように。 

・いつまでも子供たちと暮らしたい。 

・がんが治る時代になりますように。 

・病気になったとしても、幸せな、自分らしい人生を Enjoy できる社会を！ 

・これからもリハビリがんば！ 

・まま がんばってね♡ 

・病気が早く治りますように。 

・応援してます！ 

・命果てるまで笑顔で生きる！ 

・自分の心にエールを送って病気に勝とう！負けないでね！ 



・早く元気になってね。 

・早く病気をなおしてね。 

・元気に長生きしたい 

・皆様が早く元気になりますように 

・みんなが元気になれますように 

・ガンに負けない体つくり！みんなで共生！ 

・健やかな日々を。自分らしく。 

・当たり前のある生活は幸せ。早期発見。 

・５年～１０年以上生きるぞ！ヨーロッパへも行くぞ！子供も孫も愛して、ヨーロッパへ行く

ぞ！仕事もします！片付け、請求する、趣味を見つける♡ 

・他の人にやさしくなれた。がんになって本気で命と向き合えた。 

・一日も早くがんも完治するよう願ってます。 

・はる君がもっとおりこうになってばあちゃんが元気になりますように。 

・父ちゃんが優しくなりますように。 

・負けるな！ 

・ガンなんかに負けない！負けてたまるもんか！ 

・幸せに生きる！ 

・がん医療が進歩し主人が全治しますように助けてください。 

・ガンになっても生き生き生きる。がんと仲良く生きる！ 

・しげファイト～ しげは絶対治る！ 

・奇跡が起こりますように！ひさおさんを助けてください。 

・早く元気になって！ 

・必ず治ると信じて、前向きに治療に取り組んで！ 

・私の悪性リンパ腫もきれいに治して次のステップが踏めますように。 

・おじいちゃんが元気になりますように。 

・なんどガンになっても「がんばれ」 

・働き続けられてよかった、周りの方の理解に感謝。 

・どうか助けてください。独りにしないで。 

・明るく元気に前向きに。勇んでがんに向き合う。 

・玉木先生に命を助けていただきました。この命を大切にひとりでも多くの方がこの検診をうけ

ますように声掛けをしていこうと思います。 

・生きて輝いて。 

・ガンなんて怖くない、今日一日楽しもう！ 

・え？昔はがんって怖い病気だったの？という時代を！ 

・おばちゃん・じっちゃんのガンが治りますように。 

・笑顔！負けない！ 



・じいちゃんの病気が治りますように。 

・幸せに活かせるように。みんな元気になりますように。 

・元気に生きて！ハルちゃんのガンが再発しないように！ 

・５年でも１０年でも生きれれば生かしてください。私はまだ子供たちをみる役目がある 

・自分らしく最後まで生きる。 

・闘病中のみんなが少しでもしんどさが楽になり、人生に楽しみや安らぎの日々を見いだせます

ように。 

Let”s enjoy our life! 

・いろいろあるけど、それで気づけたこともあります。 

・おじいちゃんや入院している人が早く治りますように。早く元気に！ 

・ガンになって失ってしまったモノもあったけど、得たこともたくさんあった。悪いことばかり

じゃなくてよかった。 

・ガンは治る！前向きに明るく生きよう！ 

・「異常なし！」この一言に笑みこぼれ、足取り軽く家路につく 

・病気に負けないことよりも、自分に負けずいきたい。 

・木村高男 助かってください。 

・頑張って。大丈夫。 

・家族の健康 

・元気で自宅にもどっていけますように！ 

・SHIGE OK! NO PROBLEM! 

・明日手術、成功しますように、応援します！ 

・楽しく生きる 

・ガンになんか負けません！ 

・膵臓がんの治療が進みますように 

・がんになっても友達いっぱい出来て日々楽しいこといっぱい！ 

・お父さんが元気になりますように 

・よし！頑張ろう！ 

・新しい治療が副作用も無く原発部分、骨転移部分に効果がありますように！ 

・マギー大阪ができますように 

・ATLキャリア発症が一生分の悪運使い切ったー！あとは幸運しか残されていないので治るしか

ない！ 

・おばあちゃんの病気が治りますように 

・けいしくんの病気が治りますように、あとけいしくんが元気に長生きできますように。 

・ガンには負けない人生を！がんになり人の痛みを知り、私の人生の糧になる！ 

・お父さんの病気が治りますように。笑顔が戻りますように・ 

・パパが早く治りますように 



・生きていく。自分の為にみんなの為に。 

・おばあちゃんの退院が早くなりますように 

・将来ガンで戦わなくてもいい世の中でありますように 

・ガンに負けるな！幸せになろう 

・けいじ君の病気が治りますように 

・みなさんでガンに負けない心作り！ 

・ガンが早期発見・早期治療が出来て完治できるようになりますように！ 

・ガンだって人それぞれ。特別な事でないのが当たり前になりますように。皆により良い治療が

できますように 

・木村君助かってください。 

・一人一人が自分らしさを大切に前向きに行きましょう。 

・少しづつでもよくなって家に帰れますように 

・ガンになっても「日常」が壊れない社会に！ 

・みんなが自宅に戻れ数年でも長く頑張れますように 

・病気に負けないで頑張ってください。応援しています。 

・ガンが消えますように！ 

・がんばれ自分！がんばろう、みんな！ 

・家へ帰れますように！ 

・ばあちゃんの病気が治りますように！ 

・前向きに生き続けたいです。ガンで苦しむ人がいないように！ 

・さゆりとハーコとカズミちゃんが無事治療終わりますように。私も再発、転移なりませんよう

に！ 

・大丈夫！ぜったい大丈夫！ 

・ガンになっても毎日元気で 

・あなたを支えてくれる人は必ずいます。 

・早くじじが元気になりますように 

・楽しい日々を過ごせて幸せに暮らせますように！ 

・この経験も大きなプラスになるよ。ずっとずっと一緒に考えよう！ 

・がんばれ！ 

・ガンに負けないで人生楽しもう！ 

・あきらめない！頑張らない！夢を捨てない！ 

・キレイな病院でおじいちゃんが早く良くなりますように！ 

・パパが元気になれて帰れますように！ 

・ばあばが元気になりますように。 

・ガンになって三十三年、長く生かされ感謝です。 

・大好きで大切なチロが長生きしてくれますように！ 



・一緒にいろんな所へ行けますように！早く良くなりますように！ 

・家族全員が健康でありますように！ 

・平和な世界を願っております。 

・がんばってね！ 

・どうか良性でありますように！ 

・病は気から！気持ちを明るく！ 

・私は乳がん患者です。今年で満５年になりました。元気で頑張ります。 

・私の大切な人が病気になりませんように。母のガンが治りますように。 

・私に限ってという事はありません。 

・がんばってね。 

・ガンになった経験を生かして。いたみを忘れることなく人と接していきたい。 

・ガンになっても人生輝けます。 

・よつきが治りますように。 

・上を見て生活できますように。 

・パパの笑ってる顔がまた見れますように・ 

・早期発見、早期診断、早期治療のために、がん検診を☆ 

・早期発見が大事！検診きちんと受けます。 

・絶対に、がんが撲滅できる日は来ます‼ 

・ひとりで悩まず・・・ お話ししてください。 

・検診で救えるか命。命はひとつ 

・年に一度は健康診断‼ 

・乳癌ですが、癌も私の身体が作り出したものと思って、上手につきあってゆきたいと思ってい

ます。 

・笑顔は薬です。体は資本！ 

・早めに受診して不安を減らしましょう。 

・早く研究がすすんでがん撲滅を願う 

・治療しながら仕事できる 

・早期発見が大事！ 

・がんになっても自分らしく、がんと共に生きる社会へ 

・笑いが免疫力をあげる 笑顔を忘れずにすごそう 

・がんなんかに負けないぞ！！自分らしく生きよう 

・がんの早期発見のため、健診を受けようと思います。 

・たとえどんな疾病であっても、あなたは一人ではありません。あなたらしく生きていけるよう

サポートしてくれる人が必ずいます。 

・健診に行きやすい職場づくり。平等ながん治療の提供を！ 

・癌にかかったあとでも、働く事が継続できる環境調整を！ 



・がんになっても、人生が楽しく過ごせますように。 

・どんなに辛いときも必ず味方になってくれる人がいます。 

・医療の進歩でがんを治せる病気にしたい 

・がんを持つ人の声を聞き、寄り添える社会へ 

・ひとりではありません。一緒に戦いましょう‼ 

・規則正しい生活や検診を大切にしていきたいです。 

・早期発見！早期治療！ 

・皆で検診を受けて、自分が楽しいと思える毎日を送ろう！ 

・がんを抱えていても、自分らしく楽しんで生きたい！それが私らしさだから。 

・早期発見が大切なので、一年に一回はがん検診を受けます。 

・検診は定期的に受けます！支えあってがんと共に生きましょう！ 

・がんと共に生きていくぞーがんと共に生きていくぞ 

・早期発見、早期治療、早期発見、早期治療 

・年検診を受けましょう。何か変だと思ったら受診を。がんになっても治療をしながら楽しみを

見つけていきましょう。 

・がんになっても自分の人生！自分らしく生きていこう！負けないで！ 

・ガンは２人に１人がなる時代。早期発見のための定期健診を受けていきます。 

・早期発見できるよう、きちんと検診受けます！ 

・がんになっても働ける社会へ 

・がんになっても働き続けられる社会になってほしい 

・早期発見・早期治療！ 

・医療の進歩、人間だって進歩しなくちゃ 

・検診に行きます！ 

・検診に行こう！ よく寝て、よく食べて、病気予防 

・あなたを待ってる人がいます。今まで通りに輝いてくださいね！ 

・手をつないで寄り添いたい。 

・ガンになっても自分らしく。早期発見・早期治療 

・早めに検診を受けましょう。早期発見・早期治療 

・「ガン」は克服できる時代になりました。頑張りましょう。 

・セルフチェックで早期発見‼ 

・いつでも笑顔、大切！ 

・勇気をもって受診を！ 

・検診を受けて早期発見、早期治療をしましょう 

・がんになっても、いきいき楽しく暮らしましょう‼ 

・患者さんが病気でも安心して過ごせるように支援 

・ガンは２人に１人がなる時代。早期発見のための定期健診を受けていきます。 



・ガンは早期発見が大事！検診を受けましょう。 

・早期発見、早期治療のため、検診を受けよう！ 

・癌であっても、支えあい助けあえる笑顔あふれる社会へ 

・私も検診受けます。 

・早期発見が大事。私も検診受けます。 

・がんの早期発見も大切！がんになっても生活楽しめます！ 

・一人で苦しまないで！助けを借りていいんだよ。 

・年１回の健診とっても大事！早期発見して充実した人生を。 

・がんと共に生きる 

・あなたの笑顔が元気の源！がん検診を受けよう！ 

・きっとどこかにいる。いつか研究者がステキな治療薬をつくってくれるはず♡ 

・がんになった人、そうでない人、みんなで支えあえる社会へ。 

・がんが良くなりますように 

・早期発見、早期治療が大切です。検診を受けましょう。 

・検診をして、早期発見につとめます。 

・がんのことを沢山話せる社会へ！ 

・定期的にがん検診を！ 

・いつも笑顔で過ごせる社会！ 

・笑う門には福来る 笑って笑ってがん撲滅！ 

・早期発見！早期治療！年に１回検診を受けましょう！ 

・早期発見が大事です！検診を受けましょう！ 

・１人で悩まないで、安心できる治療ができる社会へ！ 

・病気と仲良く、あなたらしい生き方を。 

・がんと共に生きよう 

・一人で悩まないで！救いの手が必ずありますから！ 

・もしも自分ががんになったら、どんな生き方をしたいか、家族と話します！ 

・当たり前のことを当たり前に楽しめますように 

・癌が更に進歩して、がん＝辛いとならない、「治る」ように！ 

・みんなでがん検診を受けましょう♥ 

・がんの自分を大切に。自分を自分の力で守る、守れる社会に。 

・癌と戦っているあなたへ、大きな声でエールを送ります。ガンバレ！ガンバレ！ 

・検診で早期発見、早期治療を心がけましょう。 

・負けない自分に、楽しく過ごせる自分に。 

・１人で悩まないで！皆で助けますよ！ 

・早期発見の為毎年健康診断を受けます。 

・”がん”と言われた日から新しい人生のはじまりです。前を向いていこう。 



・検診受けて早期発見！ 

・周囲の理解が大切！支え合って、乗り越えよう！ 

・検診は自分のため！みんなのため。 

・早期発見・早期治療！早期治療が大切です。自分のために、家族のために。 

・がんになったからこそ気づく大事な宝物もあります。 

・人生も癌と二人三脚で楽しもう 

・癌にかかっても、人生は長く、楽しいものと思います。 

・がんになってもその人らしく、働くことや楽しむことを諦めなくてよい社会にしましょう。 

・自分らしく輝き続けよう 

・本当に困っている人の支援が援助でちゃんと患者に伝わる世の中であってほしい 

・がんと共に輝く未来を！ 

・がんの早期発見・早期治療のため定期的に検診を受けましょう！ 

・全ての人が平等に検診・治療が受けられる社会を！ 

・がんと共存できる世界へ・・・人生変わらない世界へ！ 

・自分の為、家族の為、検診を受けましょう。 

・あなたを応援してくれる人が必ずいますよ。 

・LOVE＆PEACE♡LOVE＆PEACE♡ 

・早期発見！早期治療！家族の笑顔のためにも頑張ろう 

・がん検診に入った。人ごとじゃない！ 

・早期発見が大事！私は健康診断受けるようにします。 

・病気を持っていても皆が行きやすい社会になりますように 

・自分らしく、一日一日を大切に‼ 

・早期発見のために検診を受けましょう‼ 

・定期的に検診を受けます‼ 

・早く見つけたらいろいろな生き方があるはず 

・誰もが過ごしやすい社会をみんなで築きあげていきたいです♡ 

・病気と仲良くつきあえるようにしたい。治療がどんどん進化しますように。 

・いつもじぶんらしく生きられるように。知識を得る努力します。 

・がんがあってもなくても、自分らしく生きられる社会をつくれるといいです☆ 

・がんとともに生きる時代。検診必ず受けます。 

・がんになってもその人らしく笑顔で生きたい！ 

・自分らしく生きる。明るく楽しく生きる 

・後で後悔しないように、きちんと検査受けます。 

・がんになっても自分らしく生きていける社会になってほしいなぁ 

・あなたも誰かの生きる希望になっています。 

・自分らしく生きられる社会になってほしいです 



・世界平和 すべての人々に幸多かれ 

・早期発見のために、がん検診を受けることが大切です！ 

・がんになっても自分らしさを忘れないで。その経験が人生のプラスにつながります。 

・家族の為に健康診断を‼健康診断を受けてください。 

・がんに負けないで。応援します、してます。 

・１人じゃないです。自分らしさを忘れずに‼ 

・誰もが、がんになっても明るく楽しく過ごせる社会を 

・定期的にがん検診 

・がんになっても暮らしやすい社会になってますようーに♡ 

・がんに負けないッ‼ 前向きに生きるン❕❕ 

・抗がん剤治療中。職場も家族も味方です‼ 

・がんとの共生社会の現実を！私も検診うけます！ 

・がんになったら人生の何かプラスになるようなそんな素敵な社会へ‼ 

・がんを隠さず、周囲の皆と共に生きていける社会 

・私も検診受けます 

・毎年、検診うけます‼ 早期発見、早期治療‼ 

・早期発見、早期治療が“大切” 乳がん検診を１年に１回に戻して‼ 

・がんの人もがんでない人も皆が笑顔でいられる 

・早期発見が何より大事！そのうちではなく、すぐに行こう！ 

・働きながら安心して治療が受けられるよう支援したいです。 

・相談してね、一人で悩まないで 

・１日１日を大切に生きていこう。 

・自分のため。大切な人のため、健康診断を定期的にうけてね。 

・年１回の定期検診で早期発見しよう！ 

・辛い思いをした以上に幸せがきますように。 

・年１回は乳がん婦人検診を！ 

・いつまでも自分らしく！素敵な人生を！ 

・Fight!! 

・がんの経験がその後の人生に＋（プラス）になる社会へ 

・周囲の理解があること大切 一緒に乗り越えていきましょう！ 

・病気になっていても安心して働ける社会へ 

・めざせ！早期発見！検診うけます！ 

・がんになっても、支え合える社会だといいな 

・がんになっても自分らしく居られる社会になりますように 

・早期発見が大切。検診を受けましょう♡ 

・生活習慣を整えて、がんの早期発見！早期治療しましょう 



・働きながら治療ができる社会へ 

・がんの経験がその後の人生にプラスになるような社会へ 

・悪いものはとる。笑顔はのこす。 

・ガンになってもあなたはアナタ。アナタらしさを忘れずに・・・。 

・大切な人のために検診を受けよう！ 

・がんになっても働きたい！家族と笑って過ごしたい！そのために早期発見・早期治療 

・癌とたたかって勝つ！！ 

・年に１度は健康診断を受けましょう！ 

・がんでない人もがんの人も共に生きる社会へ 

・早寝早起‼ 生活リズムを整えよう！ 

・毎年必ず検診に行く！ 

・笑顔で過ごす時間が長くなるように検診を受けましょう！ 

・年に１度は健康診断 早期発見・早期治療が大切です！！ 

・がんになっても「わたしらしく」生きられる社会を目指そう‼ 

・がんに負けないで！ 

・親子で手をとりあって安心の日々を！ 

・検診もみんなで受ければ怖くない 

・今はまだ他人ごと。世の中が他人ではなくかんがえられるように 

・つらい思いは言葉にすると和らぐよ♡ 

・がんと共に生きていく。少しでもそのお手伝いができるようにと思います。 

・ご家族のためにも検診を！ 

・検診を受けましょう！ 

・笑って免疫力アップ 早期発見のためには検診が大事 

・早期発見が大事 毎年検査を受けます 

・検診をうけなきゃもったいない 

・がん患者さんが安心して生活できるようにお手伝いします 

・早期発見が大事だと思うので、検診を受けましょう‼ 

・検診を受けて早期発見・早期治療で治癒を！ 

・１人で抱え込まないで‼勇気を出して、同じ悩みの人が必ずいます。 

・辛いこともたくさんあると思いますが、一緒に頑張りましょう！ 

・幸せな笑顔がたくさん増えますように。 

・目指せ がん｛０｝！！ 

・検診をうけて がんの早期発見、大事なことだと思います。 

・がん患者が１人でも減りますように。みんな幸せに。 

・早期発見・早期治療のため、検診を受ける事は大事だと思います。 

・がんの苦痛がなくなりますように。 



・自分らしく 共に生きる 

・がんは個性。共存しても、自分らしく生きる姿勢は変わらない。 

・１人で悩まず周りの意図に相談しましょう！ 

・早期発見 早期治療 

・癌になっても早期発見で 良い人生を歩みましょう！ 

・早期発見！早期治療！ 

・私たちスタッフは、あなたを救うため全力を尽くします。 

・ガンになっても生活しやすい社会へ！ 

・検診をうけて早期発見！ 

・笑顔で毎日過ごせますように Smile (^-^) 

・泣きたいときには思い切り泣こう❕涙は浄化！ 

・強く生きる がんに負けない‼ 

・どんな時も自分らしく生きていく。 

・早期発見できるように定期的に検診します。 

・たまには立ち止まって深呼吸でもしましょうか・・・ 

・今を自分らしく生きていく 

・治療も仕事もあきらめない社会を目指して 

・がんになる事は特別な事ではないのだと思います。お互いに自分のことのように考えて支え合

える世の中に。 

・一人で悩まず相談しましょう！ 

・同じ職場の人が３名がんになりました。定期的に検診受けます。 

・“がん”＝“死”ではなく、“生きること”を見つめ直す機会。 

・「がんだから」出来ないことよりも「がんになっても」出来ることが増えますように。 

・がんになってもあきらめない！自分らしく生きる！ 

・がんになっても仕事ができる、治療が継続できるような社会を目指して。 

・がん患者に寄り添える看護師になります。 

・早期発見のために検診をうけます。 

・がん治療をしながらも働きやすい社会と自分らしい生活を❕ 

・毎日笑顔で過ごせますように。 


