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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

厚生労働省では、肝炎への正しい知識・情報の発信と肝炎ウイルス検査受診の啓発を目的とした肝炎

総合対策推進国民運動事業「知って、肝炎」プロジェクトを立ち上げ、肝炎対策のためのキャンペーンに

取り組んでいます。このたび、来る 7 月 28 日の第 2 回日本肝炎デー（世界肝炎デー）に先立ち、東京およ

び大阪でプレイベントを開催いたします。 

 

当日は、肝炎に関するパネル展示のほか、会場付近で「知って、肝炎」シリコンバンドなどの啓発ツー

ルの配布などを実施します。本イベントを通じ、肝炎への正しい知識・情報を知っていただくとともに、多く

の方に肝炎ウイルス検査受診の大切さをご理解いただくことを狙いとしております。 

 

【開催概要】 

  「世界肝炎デー」に於ける普及啓発プレイベント＠有楽町 

日時 2013 年 7 月 21 日（日）13 時 00 分～ 13 時 30 分（予定） 

 （受付開始 12 時 30 分～） 

 ※プレイベント自体は 10 時 30 分～18 時 30 分となっております。 

会場 JR 有楽町駅前広場（東京都千代田区有楽町 2-75） 

受付場所 会場入り口（取材位置は先着順となりますので、ご了承ください） 

出演者 歌手 石川ひとみさん 

内容 ①石川ひとみさんによる肝炎対策啓発トークセッション 

 ②フォトセッション・囲み取材の実施 

 ※その他、肝炎対策啓発の為のパネル展示、 

 「知って、肝炎」シリコンバンド等の啓発ツールを配布 

 

「世界肝炎デー」に於ける普及啓発プレイベント＠大阪 

日時 2013 年 7 月 23 日（火）10 時 00 分～18 時 00 分（予定） 

会場 JR 大阪駅 5 階 時空の広場 

内容 ①肝炎対策啓発のためのパネル展示 

 ②「知って、肝炎」シリコンバンド等の啓発ツールを配布 

 

 

 

ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、何卒ご参加賜りますようお願い申し上げます。 

第 2 回日本肝炎デー（世界肝炎デー）プレイベント 

東京・大阪で肝炎対策啓発イベントを開催 
肝炎に関する正しい情報を発信 

有楽町のイベントには歌手の石川ひとみさんが登場。 

配布用ツール（イメージ） 

リストバンド 



 

 

【「知って、肝炎」プロジェクトとは】 

「知って、肝炎」プロジェクトとは、肝炎への正しい知識・情報の発信と検査受診の啓発を目的とした肝

炎総合対策国民運動事業です。厚生労働省が主催し、肝炎とは何か、そしてどのように感染するのか、ど

のような人に危険性があるのかを理解してもらうための様々な情報発信を行っています。 

さまざまな予防方法と治療法を知ってもらうこと、そして肝炎検査の受検者数の拡大を目指します。 

WEB サイト ： http://kan-en.org/ 

 

【世界肝炎デー（日本肝炎デー）とは】 

世界保健機関（WHO）は、2010 年より毎年 7 月 28 日を“World Hepatitis Day”(世界肝炎デー)と定め、ウ

イルス性肝炎のまん延防止および患者・感染者への差別・偏見の解消、感染予防の推進を図ることを目

的とした啓発活動の実施を行っています。 

日本でも 2012 年に 7 月 28 日を「第 1 回日本肝炎デー」と制定し、世界肝炎連盟（以下、WHA）が展開す

る世界肝炎デーの活動に参加しています。 

 

 

【ゲストプロフィール】 ※有楽町イベントのみ出演 

 

■石川ひとみさん 

 

1959 年 9 月 20 日  現在 53 歳 

昭和53年（1978年）に「右向け右」で芸能界デビュー

し 

1981 年には NHK 紅白歌合戦に初出場を果たす。そ

の他、声優や司会など幅広く活躍。 

 

1987 年に慢性 B 型肝炎を発症。翌年に復帰。今で

は、講演会等でエイズや肝炎に関係した活動もしてお

り、闘病記『いっしょに泳ごうよ』（集英社）がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ご出欠確認用紙 
多忙の折り誠に恐縮ではございますが、諸準備の都合上、ご出欠を本書にご記入のうえ、 

ＦＡＸにてご返信下さいますようお願い申し上げます。 

ＦＡＸ ０３－５４５７－３５７３ 
 

■7 月 21 日（日）のイベントの取材に 

□ ご出席  □ ご欠席 

■貴社名：    ■媒体名：           

■ご芳名：       (ご出席予定人数    人) 

■ご連絡先 TEL：         

■撮影：  □スチール  □ムービー   
 

※記者発表会終了後、石川ひとみさんへの個別取材をご希望の場合は 
下記担当までお問い合わせください。 

 

   

◎会場アクセス 

名称 JR 有楽町駅前広場  

住所 東京都千代田区有楽町 2-7 

アクセス JR 山手線「有楽町駅」 

 有楽町線「有楽町駅」D7-b 出口 

 銀座線・日比谷線・丸ノ内線 「銀座駅」 

 C-9 出口最寄駅 

 

 

 

 

 

 

※大阪（7/23）での取材をご希望の場合は、別途、以下の事務局へご一報ください。 
 イベントに関するお問い合わせは下記までお願い致します。 

「知って、肝炎」プロジェクト広報事務局 
（株式会社 KEYNOTE st１内）TEL:03-5457-3572 FAX:03-5457-3573 

担当 宮野（090-5201-3741）・秋山 
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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

厚生労働省では、肝炎への正しい知識・情報の発信と検査受診の啓発を目的とした肝炎総合対策推

進国民運動事業「知って、肝炎」プロジェクトを立ち上げ、肝炎対策のためのキャンペーンに取り組んでい

ます。このたび、キャンペーンの一環として、来る7月28日の世界肝炎デーに西武ドーム（埼玉県所沢市）

において、第 2 回日本肝炎デー（世界肝炎デー） Guinness World Records にチャレンジ！を開催します。 

 

当日は、世界肝炎連盟（WHA）が推進する“三猿ポーズ”のギネス記録に挑戦します。三猿ポーズには、

「私たちは、肝炎に対する偏見や差別の風評は『見ません、聞きません、話しません』。そして、私たちは

肝炎をよく知り、肝炎に向き合って克服をめざします」という意味が込められており、西武ドーム以外でも

世界各国が協力し、世界中の複数の開催地で24時間以内に「見ざる、聞かざる、言わざる」 の「三猿」動

作を最も多くの人たちが行うという記録に挑戦します。 

 

同イベントには、コメンテーターでタレントの小倉智昭さん、元西武ライオンズ監督の東尾 修さんがゲ

ストで登場します。その後、サプライズゲストによるスペシャルライブも予定しています。 

 

記 

 

名 称 第 2 回日本肝炎デー（世界肝炎デー）記念イベント 

 Guinness World Records にチャレンジ！ 

日 時 2013 年 7 月 28 日（日）16 時 30 分～ 17 時 15 分（予定） 

 （受付開始 16 時 00 分～） 

会 場 西武ドーム（埼玉県所沢市上山口 2135） 

受付場所  PR ブース／制作本部 （ライオンズストア＃２）※取材位置は先着順となります 

出演者 ・タレント 小倉智昭さん 

 ・元西武ライオンズ監督 東尾 修さん 

 ・サプライズゲスト  

内 容 ①MC 小倉智昭さん／ゲスト 東尾 修さん登場 

 ②サプライズゲストによるスペシャルライブ 

 ③一般の方々とともに「三猿ポーズ」ギネス記録への挑戦  

 ④出演者フォトセッション・囲み取材の実施（東尾 修氏を除く） 

以上 

※同日、東京都台場でも第 2 回日本肝炎デ―のサンプリングイベントも実施致します。 

ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、何卒ご参加賜りますようお願い申し上げます。 

小倉智昭さん、元西武ライオンズ監督 東尾 修さん登場 

 “三猿ポーズ”のギネス世界記録に挑戦！ 

スペシャルライブにはあのサプライズゲストが登場！ 

第 2 回日本肝炎デー（世界肝炎デー）記念イベント 



 

 

【「知って、肝炎」プロジェクトとは】 

「知って、肝炎」プロジェクトとは、肝炎への正しい知識・情報の発信と検査受診の啓発を目的とした肝

炎総合対策国民運動事業です。厚生労働省が主催し、肝炎とは何か、そしてどのように感染するのか、ど

のような人に危険性があるのかを理解してもらうための様々な情報発信を行っています。 

さまざまな予防方法と治療法を知ってもらうこと、そして肝炎検査の受検者数の拡大を目指します。 

WEB サイト ： http://kan-en.org/ 

 

【世界肝炎デー（日本肝炎デー）とは】 

世界保健機関（WHO）は、2010 年より毎年 7 月 28 日を“World Hepatitis Day”(世界肝炎デー)と定め、ウ

イルス性肝炎のまん延防止および患者・感染者への差別・偏見の解消、感染予防の推進を図ることを目

的とした啓発活動の実施を行っています。 

日本でも 2012 年に 7 月 28 日を「第 1 回日本肝炎デー」と制定し、世界肝炎連盟（以下、WHA）が展開す

る世界肝炎デーの活動に参加しています。 

 

【Guinness World Records チャレンジについて】 

2013年、WHAは「世界肝炎デー」啓発プロモーションの 

一環として、世界中の人々が参加するギネスレコードに挑戦し

ます。テーマは、世界中の様々な会場で参加者全員が「見ざ

る、聞かざる、言わざる」という動作を繰り返し実施する、という

ものです。三猿ポーズには、「私たちは、肝炎に対する偏見や

差別の風評は『見ません、聞きません、話しません』。そして、

私たちは肝炎をよく知り、肝炎に向き合って克服をめざします」

という意味が込められています。 

 

実施方法  

① 試合開始前に「第2回日本肝炎デー〜ギネスに挑戦」プロローグ映像を上映します。  

② 三猿ポーズの告知映像を放映しながら、「見ざる」全員が手で目を覆う（5秒）、「聞かざる」全員が手で

耳を覆う（5秒）、「言わざる」全員が手で口を覆う（5秒） の動作を繰り返します。 

 

【ゲストプロフィール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 年 日本肝炎デ―の模様 

小倉智昭 

1947年生まれ。秋田県出身。Ｂ型。 

東京１２チャンネル(現 テレビ東京)アナウンサー出身。 

西武ライオンズの大ファン 

東尾 修 

1950 年生まれ 和歌山県出身。O 型 

西鉄ライオンズに入団。選手として 5 回もの日本一に輝く。 

95 年西武ライオンズ監督に就任。97・98 年にリーグ 2 連覇を果たす。 

俳優の石田純一と結婚した元女子プロゴルファー東尾理子の父。  

 



 

 

ご出欠確認用紙 
多忙の折り誠に恐縮ではございますが、諸準備の都合上、ご出欠を本書にご記入のうえ、 

ＦＡＸにてご返信下さいますようお願い申し上げます。 

ＦＡＸ ０３－５４５７－３５７３ 
 

■7 月 28 日（日）のイベントの取材に 

□ ご出席  □ ご欠席 

■貴社名：    ■媒体名：           

■ご芳名：       (ご出席予定人数    人) 

■ご連絡先 TEL：         

■撮影：  □スチール  □ムービー   
 

※記者発表会終了後、出演タレントへの個別取材をご希望の場合は、 
下記担当までお問い合わせください。 

 

   

◎会場アクセス 

名称 西武ドーム  

住所 （埼玉県所沢市上山口 2135） 

最寄駅 西武球場前 

アクセス 西武線、レオライナー山口線 

で「西武球場前」下車 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベントに関するお問い合わせは下記までお願い致します。 
「知って、肝炎」プロジェクト広報事務局 

（株式会社 KEYNOTE st１内）TEL:03-5457-3572 FAX:03-5457-3573 
担当 宮野（090-5201-3741）・秋山 

 会場地図 


