
 

 

 

 

 

 

 

 
 

届けるを贈る 届けるを支える『がん情報ギフト』 プロジェクト 

活動報告書 2018 年度 
（2018 年 8 月 1 日~2019 年 7 月 31 日） 

 
 

 

ご寄付いただきありがとうございました。 

2018 年度「がん情報ギフト」の寄付収支、および取り組みについてご報告いたします。 
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● ごあいさつ 
 

2018 年 7 月末日に船出した「がん情報ギフト」プロジェクトは、全国の皆さまに支えられ 

2 年が経過しました。この間、全国 47 都道府県の 190 館（2019 年 7 月末時点）に 

寄贈させていただくことができました。この 1 年間にいただいたご寄付をも

とに、9 月、12 月の寄贈予定の準備も進んでおり、2019 年末には寄贈館が

300 館を超える⾒込みです。また、新しい情報が届きつづけるよう、すでに

寄贈させていただいた館には、順次更新･補充⽤の資材もお届けしています。 

皆さまのご支援に心から感謝申しあげます。 

「すべての人が、必要なときに、信頼できるがん情報を得られる社会」へ

向けて、引き続きご支援を賜りますようお願い申しあげます。 
2019 年 10 月 

国⽴がん研究センターがん対策情報センター 
センター⻑ 若尾 文彦 

 

● ご寄付ご芳名 
 

届けるを贈る届けるを支える『がん情報ギフト』プロジェクトにご寄付をいただいた皆さまに 

感謝の意を込めて、お名前を掲載させていただきます。 

 

●ご寄付いただいた期間：2018 年 8 月 1 日~2019 年 7 月 31 日 

●企業・団体（五十音順）-------------------------------------------------------------------- 
緩和ケア推進コンソーシアム 様 虹の会 様 

輿水土建株式会社 様 有限会社 BIGWAVE 様 

住友生命保険相互会社 様 株式会社北信臨床 様 

東和薬品株式会社 様 ヤオキン商事株式会社 様 

●個人（受付順）----------------------------------------------------------------------------- 
笹生真悟 様 田村和之 様 

髙橋正名 様 吉岡真紀⼦ 様 

篠原瑞絵 様 勝俣清三 様 

坂元智彦 様 土橋武彦 様 

村本高史 様 岡田隆 様 

大山薫 様 

伊藤大輔 様 

内田哲也 様 

他 47 名 
※掲載にご承諾いただいた⽅のみ、お名前を掲載しております。 

※漢字につきましては、表⽰が困難な場合、常⽤漢字に置き換えて掲載している場合がございますので、ご了承ください。 
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● 寄付⾦のご報告 
 
 

※支出（円）に 2019 年 9 月、12 月寄贈分の⾦額は含んでおりません。 
 

寄贈館情報 

新規寄贈館：119 館 

 

冊⼦の更新対象館：72 館 

（出張展⽰⽤を含む 74 セット） 

 

プロジェクト年度 収入（円） 支出（円） 次年度繰越（円） 

2017/8/1-2018/7/31 2,152,200 2,112,671 
(73 館 75 セット寄贈) 

39,529 

2018/8/1-2019/7/31 7,848,641 3,028,931 
(119 館寄贈)  

4,819,710 
(本繰越⾦より 147 館

への送付決定済み) 
合計 10,000,841 5,141,602 4,859,239 

個人
25％

法人
49%

助成⾦
26％

収入
（10,000,841円）

個人
92％

法人
8％

件数
（148件）

80％

4％

16％

支出
（5,141,602円）

新規寄贈資材（冊子、ちらし、ラック等）
更新セット資材・配布⽤資材補充資材

送料・梱包資材・梱包出荷サービス

寄付⾦のみ 
(助成⾦除く) 
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● 1 年間の活動成果：寄贈品・寄贈数 
 

●寄贈品「がん情報ギフト」 
がんに関する資料セット 30,000 円相当 

【内容】 

・「がんの冊⼦」（閲覧⽤冊⼦ 47 種、配布⽤冊⼦ 8 種） 

・ちらし 1 種 

・冊⼦⽤バインダー 

・配架⽤ラック 

 

●寄贈数 2018 年度（2018 年 8 月〜2019 年 7 月） 
全国 43 都道府県の計 119 図書館に寄贈しました。また、2018 年 6 月までに寄贈した図書館には、更新さ

れた冊⼦をお届けしました。 

 

● 「がん情報ギフト」に寄せられた利⽤者の声 
 
図書館で「がん情報ギフト」と出会った⽅から、たくさんの感謝の声が寄せられています。 

 患者の⽅だけでなく、患者のご家族やご友人の⽴場の⽅など、このギフトを⼿に取られた想いはさまざまです。 
寄せられた声の中から、一部をご紹介いたします。 

 
 
 
 

「がん情報ギフトセット」 

友人のがんのことが理解できました。 
ぜひもっと多くの人に⼿にとってもらいたいと思います。 
 

（宮城県・⼥性） 

どんな時でも、常に⼿元においておきたいです。 
もう再発しないかもしれないけれど、冷静なときに⾒直したいです。 
 

（東京都・⼥性） 

今、友人が抗がん剤治療を受けているので、冊⼦を⼿に取りました。 
私が 20 年以上前に兄姉をがんで亡くした当時は、家族にも情報が分かりませんでし
た。もっと早くこのような冊⼦があればと思いました。   
 

 
 
（愛知県・男性） 

図書館の一角にまとめられていた「がんの冊⼦」。 
大変わかりやすく、がんのことが理解できました。 
 

（和歌山県・⼥性） 

持ち帰ってもよいがんの情報は大変有意義だと思います。 
今後もいただけたらうれしいです。 

（和歌山県・⼥性） 

  
国⽴がん研究センターの情報であることに一番の安心感があります。 
情報があふれる中、科学的根拠のある話は、とても嬉しく、信頼できました。 
 

（⿃取県・⼥性） 

「家族ががんになったとき」を読みました。 
本人への接し⽅や情報との付き合い⽅、利⽤できる制度や支援窓口など 
細かく情報が書かれているので、本人への支援に役⽴ちました。 
 

 
（島根県・男性） 
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● 2018 年 8 月〜2019 年 7 月寄贈館一覧 
 

北海道 北海道⽴図書館 東京都 ⾜⽴区⽴梅⽥図書館 ⿃取県 境港市⺠図書館 
札幌市中央図書館 神奈川県 横浜市⽴中央図書館 ⽶子市⽴図書館 

苫⼩牧市⽴中央図書館 ⼤和市⽴図書館 島根県 ⻄ノ島町コミュニティ図書館『いかあ屋』 

滝川市⽴図書館 新潟県 新潟県⽴図書館 隠岐の島図書館 

市⽴⼩樽図書館 ⼗⽇町情報館 海⼠町中央図書館 
浦河町⽴図書館 富⼭県 富⼭県⽴図書館 岡⼭県 岡⼭県⽴図書館 

⻘森県 ⻘森県⽴図書館 ⼭梨県 ⼭梨県⽴図書館 奈義町⽴図書館 
岩⼿県 陸前⾼⽥市⽴図書館 韮崎市⽴⼤村記念図書館 瀬⼾内市⺠図書館もみわ広場 

⼤船渡市⽴図書館 笛吹市⽴⽯和図書館 広島県 ⼤⽵市⽴図書館 

花巻市⽴⽯⿃⾕図書館 上野原市⽴図書館 呉市中央図書館 
宮城県 宮城県図書館 ⼭梨市⽴図書館 はつかいち市⺠図書館 

仙台市⺠図書館 甲斐市⽴⻯王図書館 ⼭⼝県 下関市⽴中央図書館 
秋⽥県 秋⽥県⽴図書館 北杜市⾦⽥⼀春彦記念図書館 防府市⽴防府図書館 

由利本荘市中央図書館 富⼠河⼝湖町⽣涯学習館 徳島県 美⾺市⽴図書館 
⿅角市⽴図書館 ⻑野県 塩尻市⽴図書館 ⾹川県 まんのう町⽴図書館 

横⼿市⽴平⿅図書館 上⽥情報ライブラリー 愛媛県 松前町ふるさとライブラリー 
⼭形県 市⽴⽶沢図書館 松川村図書館 ⻄条市⽴⻄条図書館 

福島県 いわき市いわき総合図書館 岐⾩県 岐⾩市⽴中央図書館 伊⽅町⽴図書館 
新地町図書館 各務原市⽴中央図書館 宇和島市⽴中央図書館 

茨城県 茨城県⽴図書館 静岡県 菊川市⽴図書館（菊川⽂庫） ⾼知県 オーテピア⾼知図書館 
神栖市⽴うずも図書館 袋井市⽴浅⽻図書館 室⼾市⽴市⺠図書館 

ひたちなか市⽴佐野図書館 函南町⽴図書館 ⾹美市⽴図書館 
潮来市⽴図書館 磐⽥市⽴中央図書館 福岡県 桂川町⽴図書館 

栃⽊県 宇都宮市⽴中央図書館 浜松市⽴佐久間図書館 福岡市総合図書館 
群⾺県 群⾺県⽴図書館 沼津市⽴図書館 佐賀県 佐賀県⽴図書館 

太⽥市⽴中央図書館 愛知県 ⼀宮市⽴中央図書館 ⻑崎県 ⻑崎県⽴⻑崎図書館 
埼⽟県 埼⽟県⽴久喜図書館 名古屋市舞鶴中央図書館 熊本県 熊本県⽴図書館 

ふじみ野市⽴上福岡図書館 三重県 ⻲⼭市⽴図書館 菊陽町図書館 
⼾⽥市⽴図書館上⼾⽥分館 みなみいせ図書室 くまもと森都⼼図書館 

千葉県 千葉県⽴⻄部図書館 京都府 京都府⽴図書館 天草市⽴中央図書館 
⼋街市⽴図書館 ⼤阪府 ⾙塚市⺠図書館 ⼤分県 ⼤分県⽴図書館 

⼭武市⽴成東図書館 門真市⽴図書館 宇佐市⺠図書館 
我孫子市⺠図書館 アビスタ本館 奈良県 奈良県⽴図書情報館 宮崎県 ⽊城町総合交流センター図書室 

東京都 調布市⽴中央図書館 平群町⽴図書館 ⿅児島県 ⿅児島県⽴奄美図書館 

⽇野市⽴平⼭図書館 橿原市⽴図書館 ⿅屋市⽴図書館 
⾜⽴区⽴⽵の塚図書館 和歌⼭県 岩出市⽴岩出図書館 沖縄県 沖縄県⽴図書館 
⾜⽴区⽴やよい図書館 橋本市図書館 名護市⽴中央図書館 
⾜⽴区⽴舎人図書館 有⽥市図書館 恩納村⽂化情報センター 
⾜⽴区⽴⿅浜図書館 御坊市⽴図書館 北中城村あやかりの杜図書館 
⾜⽴区⽴東和図書館 新宮市⽴図書館   
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● 2019 年 9 月新規寄贈予定館一覧 
 

北海道 新ひだか町図書館 茨城県 ⽔⼾市⽴内原図書館 愛知県 ⽥原市中央図書館 
恵庭市⽴図書館 埼⽟県 和光市図書館 三重県 朝⽇町あさひライブラリー 

芽室町図書館 さいたま市⽴中央図書館 ⼤阪府 岸和⽥市⽴図書館 
新得町図書館 千葉県 松⼾市⽴図書館 豊中市⽴岡町図書館 
幕別町図書館 袖ヶ浦市⽴中央図書館 ⼤阪市⽴中央図書館 

登別市⽴図書館 習志野市⽴⼤久保図書館 熊取町⽴熊取図書館 
美唄市⽴図書館 船橋市⻄図書館 堺市⽴健康福祉プラザ 

北⾒市⽴中央図書館 市原市⽴中央図書館 箕⾯市⽴中央図書館 
岩⾒沢市⽴図書館 東京都 港区⽴みなと図書館 河南町⽴図書館 
市⽴富良野図書館 神奈川県 鎌倉市中央図書館 泉南市⽴図書館 
市⽴名寄図書館 新潟県 新潟市ほんぽーと中央図書館 ⼋尾市⽴龍華図書館 
栗⼭町図書館 ⼭梨県 甲府市⽴図書館 池⽥市⽴図書館 

本の森 厚岸情報館 富⼠吉⽥市⽴図書館 ⼤東市⽴中央図書館 
旭川市⽴中央図書館 都留市⽴図書館 富⽥林市⽴⾦剛図書館 

⾳更町図書館 ⼤⽉市⽴図書館 奈良県 ⼤和⾼⽥市⽴図書館 
滝上町図書館 南アルプス市⽴中央図書館 和歌⼭県 那智勝浦町⽴図書館 

⻘森県 五所川原市⽴図書館 北杜市ながさか図書館 島根県 島根県⽴図書館 
岩⼿県 ⼆⼾市⽴図書館 甲州市⽴勝沼図書館 福岡県 北九州市⽴中央図書館 

奥州市⽴丹沢図書館 中央市⽴⽟穂⽣涯学習館 熊本県 ⼤津町⽴おおづ図書館 
洋野町⽴種市図書館 中央市⽴⽥富図書館 天草市⽴⽜深図書館 

釜⽯市⽴図書館 市川三郷町⽴図書館 天草市⽴河浦図書館 
秋⽥県 能代市⽴図書館 南部町⽴南部図書館 人吉市図書館 

秋⽥市⽴中央図書館明徳館 忍野村⽴おしの図書館 菊池市中央図書館 
秋⽥市⽴新屋図書館 岐⾩県 恵那市中央図書館 荒尾市⽴図書館 

横⼿市⽴雄物川図書館 静岡県 菊川市⽴⼩笠図書館 宮崎県 えびの市⺠図書館 
⼤館市⽴栗盛記念図書館 浜松市⽴都⽥図書館   

福島県 ⽩河市⽴図書館 浜松市⽴舞阪図書館   

 

⾒ることができます 
各地の寄贈館を 
QR コードから 
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● 2018 年 8 月〜2019 年 7 月寄贈館：寄贈先の紹介 
※⼀部の図書館を抜粋してご紹介しております。 

図書館名 寄贈先の声 開架の模様 

福島県●いわき市いわき総合図書館  
いわき総合図書館は、福島県内で初めて、「がん情報ギフト」をご寄贈いただき、
「健康・医療情報コーナー」に展⽰しました。このコーナーは、がんや生活習
慣病などのテーマ別に図書を配架するとともに、健康や医療に関する雑誌やパ
ンプレットも設置しています。 
いわき市医療センターの「がん相談支援センター」などと連携を図りながら、
みなさんの役に⽴つ、信頼できる情報の提供に積極的に取り組んでまいります
ので、ご活⽤ください。 
 

東京都●⼤⽥区⽴蒲⽥駅前図書館  

この度、大田区⽴蒲田駅前図書館『医療・介護情報コーナー』に、がん情報ギ
フトをご寄贈いただきました。また、当館では国⽴がん研究センターの「がん
の本」シリーズをはじめとした資料も豊富に所蔵しております。 
「がんについて調べたいけれど、本の探し⽅がわからない」という⽅のために
ブックリストの配布や調べもののお⼿伝い（レファレンスサービス）も⾏って
おりますので、ぜひお気軽にお⽴ち寄りください。 
 

三重県●みなみいせ図書室  
色々な情報が溢れている世の中だからこそ、正しい情報を安心して⼿にしてい
ただきたいとの願いを込めご寄贈いただき設置しました。 
「こういう事も知っておかないと」とお取りくださる⽅や「木の棚と淡い色合
いの冊⼦が柔らかい雰囲気で構えずに⼿に取りやすい」 
「万が一ではなく今や二分の一なのですごく身近な事。いつなってもおかしく
ないから、保険の必要性についても真剣に考えるきっかけになった」といった 
お声も寄せられています。 
 

愛媛県●伊⽅町⽴図書館  

「がん情報ギフト」は、身近な場所で信頼できるがん情報を得られるようにと
全国の図書館に贈られているもので、がんの種類や統計情報、県内の相談窓口
などがわかりやすく書かれています。これらの資料は、「がん情報コーナー」で
閲覧したり持ち帰ることができます。 
館内では町内の医療・介護に関するパンフレット等も配布しています。がんに
関する本や情報を調べたい⽅は、お気軽に図書館員にお尋ねください。 
 

熊本県●熊本県⽴図書館 
 

がんに関する信頼できる資料提供を通じて「がんになっても安心して生活でき
る社会をつくる」ことを目的とした、国⽴がん研究センターの「がん対策情報
センター」様が発⾏された冊⼦など『がん情報ギフト』をご寄贈いただきまし
た。これらの冊⼦は当館 2 階第 1 閲覧室入口横に設置しています。どなたでも
⾃由に閲覧及びお持ち帰りいただくことができますので、ぜひご利⽤ください。 
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● 図書館・⾏政・病院の連携による市⺠への情報提供の充実に向けた取り組み 
 

 
●図書館-がん相談支援センター連携ワークショップの開催 

国⽴がん研究センターでは、がんをはじめとする健康や医療に関する情報を生活の中で身近に感

じられるような環境づくりを目指して、図書館と医療機関や⾏政が連携したプロジェクトを進めて

います。昨年度に引き続き今年度も「図書館-がん相談支援センター連携ワークショップ」を開催し、

公共図書館とがん相談支援センターの連携や活動を共有しました。各地域で市⺠への医療・健康に関

する情報提供をさらに充実させるための繋がりが生まれ、医療相談会やがん情報セミナーの共催な

ど地域の取組みが広がっています。 

 

【開催実績】 2018 年 12 月 14 日：中国・四国地区（広島） 

2019 年 2 月 1 日：首都圏地区（東京） 

2019 年 9 月 5 日：北海道地区（札幌） 

 
 

●図書館-がん相談支援センター連携ワークショップ 〜全国各地の活動紹介より〜 

福岡県・筑豊地区での取り組み紹介 
〜がん情報普及のための連携会議からはじまった図書館・がん診療連携拠点病院の関係〜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市⺠へがん情報を届けるために公⽴図書館と
がん診療連携拠点病院が連携した取組みを他の
地域にも紹介していただくために、福岡県の中
央に位置する飯塚図書館と社会保険田川病院か
ら活動紹介をしていただきました。 

当初は、がん相談支援センターの存在が市⺠
に知られていない、相談者にとって病院の敷居
は高いとの課題がありました。そこで、がん相談
支援員が地域の公共図書館を訪問したり、図書
館の研修会で県内のがん専門相談員が講師を務
めたり、筑豊地区の公共図書館との連携が始ま
ったことが紹介されました。 

公⽴図書館と病院の連携について、飯塚市⽴飯塚図書
館の田中宏尚氏（左）と、社会保険田川病院がん相談
支援センターの織田久美⼦氏（右）より紹介していた
だきました。2018 年 12 月 14 日中国・四国地区ワー
クショップ（広島開催）にて。 
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福島県・新地町での取り組み紹介 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

〜情報が届きにくい地域に情報の窓口を！〜 
地理的な事情から、町⺠ががんについて学ぶ講座や相談支援に⾏く機会を得にくいという課題があ

った福島県新地町。「がんという情報を『図書館』という通常の生活⾏動範囲のなかで得られるように」
との思いから、県⾏政と福島県⽴医科大学病院、新地町図書館の連携が始まりました。 

「どこでも誰でもが、がんに関する情報を得られる地域づくり」をスローガンに、それぞれの連携
による新しい取り組みが一歩一歩進んでいます！ 
 

新地町図書館のみならず健康福祉課、保健センター
など⾏政の皆さんのご協⼒があり、地域のニーズに
適した講演会を開催することができました。 

新地町図書館のがん情報コーナー。 
がんの情報が身近な図書館で得られるようにな
りました。 

2019 年 9 月 5 日北海道地区ワークショップ（札幌開催）の報告より 
 

皆さまのご寄付により、2018 年度も多くの公共図書館に「がん情報ギフト」をお届けす
ることができました。世の中にがんに関する様々な情報が溢れるなか、「がん情報ギフト」
は、がん対策情報センターが科学的根拠に基づき作成しているがんに関する冊⼦のセットで
あることから、がんが疑われている⽅やがんと診断を受けた⽅、そのご家族に大変喜ばれて
います。また、大きな医療機関がない⼩さな市町村からも、たくさんの感謝の声が届いてい
ます。 

今後は、寄贈先への冊⼦の継続的な補充や、最新の情報に更新された新しい冊⼦への差し
替えなど、切れ目のない支援を続けることが求められています。 

これからも、「確かながん情報」を届ける活動に、皆さまのご支援をお願いいたします。 
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● メディア掲載 
 

記事掲載日 媒体 タイトル 

2018.10.4 ⼭陽新聞digital（さんデジ） 県内図書館で「がん予防」広がる 関連書や資料コーナー相次ぎ開設 
2019.2.8 読売新聞 ［医療ルネサンス］図書館の⼒（１）健康情報 専門コーナーに 
2019.2.8 河北新聞 ＜秋⽥県⽴図書館＞⼤学病院と連携、21 ⽇セミナー がん相談支

援センターの役割紹介 
2019.2.17 読売新聞 ［医療ルネサンス］図書館の⼒（２）がん情報の⼩冊子贈る 
2019.6.29 福島⺠友新聞 がん情報冊子セット」県内初展⽰ いわき総合図書館 
2019.6.29 市⺠タイムス（信州） 松川村図書館に「がん情報コーナー」 
2019.7.1 みんなの図書館 図書館利⽤に障害のある人へのサービス 
2019.7.3 ⼭梨⽇⽇新聞 がんの予防や治療コーナー設け紹介 韮崎市⽴⼤村記念図書館 
2019.7.23 中⽇新聞 がん情報 図書館が発信 専門家の相談会や冊子、闘病記の提供 
2019.8.2 ⾜⽴よみうり 区内６図書館に「がん情報コーナー」設置 
2019.8.5 ⾜⽴朝⽇ 区内図書館に「がん情報コーナー」開設 
2019.8.6 読売新聞（福岡版） がん情報コーナー 福岡市総合図書館に開設 
2019.8.6 読売新聞（江東版） がん治療紹介 冊子コーナー ⾜⽴の６図書館 
2019.9.7 埼⽟新聞 がんの基礎知識 専門家が解説 （埼⽟県⽴久喜図書館の企画展

⽰と特別講演会を紹介） 
2019.9.7 毎⽇新聞 図書館を信頼できるがん情報拠点に 全国 190 館に「ギフト」 寄付で

広がる輪 
2019.9.22 読売新聞（全国版） 図書館をがん情報の拠点に 冊子配布や「巡回展」開催 
2019.10.1 北海道新聞 正しい情報発信 図書館から 拠点病院が協⼒ コーナー開設 
企画 PR 
広告掲載⽇ 媒体 タイトル 

2019.3.6 朝⽇新聞（関東版） 企画 PR（確かながん情報を⾝近な公共図書館に）後編 
2019.2.27 朝⽇新聞（関東版） 企画 PR（確かながん情報を⾝近な公共図書館に）前編 
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多くの記事に「がん情報ギフト」プロジェクトを取り上げていただきました。 

読売新聞 2019.2.17 
［医療ルネサンス］図書館の⼒（２）がん
情報の⼩冊⼦贈る 

福島⺠友新聞 2019.6.29 
がん情報冊⼦セット」県内初展⽰ いわき総合図書館 

中日新聞 2019.7.23 
がん情報 図書館が発信 専門家の
相談会や冊⼦、闘病記の提供 

朝日新聞（関東版）2019.3.6 
企画 PR（確かながん情報を身近な公共図書館に）後編 

朝日新聞（関東版）2019.2.27 
企画 PR（確かながん情報を身近な公共図書館に）前編 

※いずれもご許可をいただいて掲載しております。 
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● 寄付プロジェクト普及に向けた取り組み 
 

●ソフトバンク株式会社「つながる募⾦」への参加 
もっと気軽に「がん情報ギフト」にご参加いただけるよう、 

ソフトバンク社運営の「つながる募⾦」に加入しました。 

今後は、携帯電話利⽤料の支払いや T ポイントを利⽤して募⾦いただくことが可能です。他の携帯電話会

社でも同様の仕組みが導入され次第、順次対応する予定です。 

 

●寄付プラットホームサービスへの参加 
現在、寄付プラットフォームサービスとさまざまな企業との連携が⾏われています。そこで、当プロジェ

クトでも、不要になったブランド品等の買い取りサービスを展開する企業の寄付事業への参加を検討してい

ます。また、2019 年度中にはさらに多様な形でご寄付いただけるようになります。 

 

●寄贈先アンケートはがきの導入 
「がん情報ギフト」セットの寄贈先図書館にて、がんの冊⼦やちらしに対する

アンケートはがきの配布を始めました。利⽤者の声から、がんに関するどういっ

た内容の情報を提供していくべきかなどを検討し、信頼できるがん情報の発信に

努めていきます。 

 

 

 

 

● お問い合わせ 
 

国⽴研究開発法人 国⽴がん研究センターがん対策情報センター がん情報ギフト事務局 

電話番号：03-3547-5201（内線 1620、1614、1615） 

FAX 番号：03-3547-8577 

E メール：library̲sodan@ncc.go.jp 

受付時間：9:00〜17:00（土日祝、年末年始を除く） 

 

届けるを贈る 届けるを支える『がん情報ギフト』 プロジェクト 

 https://www.ncc.go.jp/jp/d004/donation/ganjoho̲gift/ 
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