
リレー・フォー・ライフ・ジャパン2020芦屋 報告書

がん患者・ご家族支援・がん征圧チャリティーイベント

皆さまのご支援、ご協力をもちまして、9月5日〜6日、リレー・フォー・ライフ・ジャパン2020芦屋を開催することができ
ました。

新型コロナウイルスの影響がある、この社会状況の中での開催ということで、開催を検討する中で、私たちは、たくさ
ん悩みました。でも、この場所を大切にしたいという想いから、試行錯誤しながら形にしてまいりました。新しいチャレン
ジとなり不安もありましたが、皆さまからの温かいお言葉、ご支援ご協力に励まされ、開催することができました。

入場制限されていただき来場いただく、また会場の模様と企画したプログラムをオンラインで配信させていただくという
ことで、多くの方々にご来場いただくということは叶いませんでしたが、たくさんの方に視聴いただき、皆さまとの繋がり
をしっかりと感じることができました。

一方、初めての試みを行う中で不具合もたくさんあり、皆さまにはご心配ご迷惑をおかけしましたことをこの場を借り
て、お詫び申し上げます。

皆さまが温かく見守っていただいたお陰で、例年と変わりなく、一緒に朝を迎えられことを大変嬉しく思っております。
皆さまのご支援ご協力に感謝しております。 本当にありがとうございました。

リレーフォーライフ関西（芦屋）実行委員会

実行委員長 着能”きらきら”敬子

みなさまからお預かりした大切なお金は、
リレー・フォー・ライフの開催に要した経費をのぞき、
公益財団法人 日本対がん協会へ全額寄付され、
がん患者（サバイバー）支援、ご家族（ケアギバー）支援と
がん征圧を目的として、以下のような活動に使われます。

①各種がん研究、 新薬開発への助成
②がん検診の受診率向上に向けての各種取り組み
③若手専門医への奨学金
④電話・面談・がん無料相談

募金の使途

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2020
芦屋の収支は、みなさまのご協力
のもと、以上のようになりましたこと
を報告いたします。

（収入の部）　①
項目 金額

１． 協賛広告費 1,110,036
２． 募金箱 143,712
３． 寄付金（会場外） 261,528
４． 自動販売機募金 110,518
５． 関連イベント収入 0
６． ルミナリエ募金 80,500
７． リレーウォーク参加費 18,000
８． キャンドル・ラン参加費 13,000
９． キャンドル・ラン周回募金 0

１０． Ｔシャツ等オリジナルグッズ収入 21,300
１１． 寄付金（会場内当日受け） 165,320
１２． 雑収入 6
１３． 前年度繰越金 200,000

収入計 2,123,920

(支出の部）　②
項目 金額

１． 販促品製作費 0
２． 広報費 147,696
３． 会場関係費 423,538
４． 事務局運営費 418,576
５． 次年度繰越金 0

支出計 989,810

日本対がん協会への寄付額 （①－②） 1,134,110



開催概要

開催日時：2020年9月5日（土）～6日（日）
開催場所：芦屋市青少年センター・体育館
【第１部】 特設会場 芦屋市青少年センター １Ｆアリーナ
【第２部】 特設スタジオ 芦屋市青少年センター内
参加者 ：延べ ２００人

実行委員会のメンバー、各種ボランティア、リレー・ウォーク、キャンドル・ランへの参加者、屋台や地元物産等の
販売などの協力支援者を募集いたします。最新情報、詳細などは随時、HPやFacebookでご確認ください。
HP http://relayforlife.jp/ashiya/ Facebook https://www.facebook.com/rfl.ashiya/
お問い合わせ info@rfl-ashiya.net

●ルミナリエ・セレモニー
会場にはたくさんの方から寄せられたルミナリエが並べられ、

夕刻には、がんと闘い、旅立たれた方を称え、 追悼するルミ
ナリエセレモニーを実施、その模様をYouTubeライブで配信し
ました。

●リレー・ウォーク ＆ リレー・ラン
リレー・ウォーク、リレー・ランともに事前エントリー制とし

各時間帯をチームまたは個人で担当いただきました。サ
バイバーウォークからスタートし、シンボルタスキをリレーし
ていただきました。

●交流・啓発企画
～リレー・スピーチ
「がん体験者のかたり」 第１部・第２部・第３部～

３人の語り手さんに、リレー・フォー・ライフの３つのテーマ

・Celebrate （祝う・讃える)
・Remember （偲ぶ）
・Fight Back （立ち向かう）

にちなんだお話をいただきました。それぞれの心情の移り変わりや
心境は確かなメッセージをともなってYouTubeライブで配信され、
0.5歩あるいは1歩進むためのメッセージが届けられました。

●ヘアドネーションプログラム

芦屋市商工会青年部の美容室gram＋さんのご協力により、
ヘアドネーションプログラムを実施。提供いただいた髪の毛は
NPO法人JHD&C（ジャーダック）様を通じて、病気や事故で
ウィッグが必要なこどもたちに届けられます。

Special Thanks
ご協賛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ご協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《協賛金》
黒瀬矯正歯科
株式会社 越智工務店
SOMPOひまわり生命保険株式会社
（公財）兵庫県健康財団
芦屋川ロータリークラブ
西宮恵美寿ロータリークラブ
兒玉内科醫院
JCRファーマ株式会社
アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社

《協賛品》
コカ・コーラボトラーズジャパン 株式会社
株式会社 日本トリム
ＣＯＯＰデイズ芦屋店
NPO法人 さをりひろば
グルメシティ芦屋浜店
イオンスタイル甲子園店
芦屋市上下水道部
株式会社 なかすじ商店

芦屋市体育協会
日本拳法芦屋
芦屋市サッカー協会
芦屋市少林寺拳法協会
芦屋市弓道教会
芦屋市卓球協会
芦屋市商工会青年部/芦屋なるみか（以下
店舗）

Bar芦屋日記
芦屋鳥きよ
御菓子司 杵屋豊光
ｇｒａｍ＋
Left Alone
Ｌａ遇
おそうじ本舗芦屋東店

芦屋新世会 （以下店舗）
株式会社 笠谷工務店
御菓子司 杵屋豊光
割烹 三佳
田中金盛堂
キリン屋
かね德 芦屋工房本店
ホテル竹園芦屋（株式会社 竹園）
有限会社 酵素科学研究所

虹色マーケット （以下店舗）
ボッテガ・ブルー
二見屋

お好み焼き ごんべぇ
有限会社 塗夢創屋

2021年、15回目のリレー・フォー・ライフ・ジャパン芦屋は9月4日（土）、5日（日）に開催予定

彩菜（店長 魚井隆行さん）
兵庫県阪神南県民センター
NPOがん緩和ケアサポート（佐々木恵子さん）
エミちゃん祭り実行委員会/エミィ賞実行委員会
打出商店会
小林クリニック
大阪住宅安全衛生協議会
中道寄席実行委員会／中道ふれあいまちづくり協議会

鮮魚 魚利
居酒屋 をさむ
ソニー生命保険株式会社のみなさん
神戸真生塾のみなさん
県立芦屋高校のみなさん
人形劇グループ ポップコーン
神戸新生バプテスト教会ハンドベルクワイア
小山音楽教室のみなさん
NPO法人 日本タッチカウンセリング協会
体験者の語り・語り手のみなさん
株式会社 フィッシングマックス
株式会社 ＪＩＢ
芦屋市社会福祉協議会
チームびぃぐっど
公益社ひだまりの会
キッズランドきらきら
国際ソロプチミスト神戸東
国際ソロプチミスト六甲
国際ソロプチミスト芦屋
合唱団ルークススペイ
有限会社 山村伊左衛門商会
ラジオ関西
ABC朝日放送
三代澤康司さん
有限会社 ＤＴＰbasecamp
Ｍ・あ～とさ～くる（臨床美術とくしま）
ＭＢＳ毎日放送
神戸新聞社「めぐる君」

朝日新聞サービスアンカー ＡＳＡ芦屋西/ＡＳＡ芦屋南
朝日新聞さくらクラブ
NPO法人 キャンサーネットジャパン
榊原粧子さん
あしやＮＰＯセンター
浜田屋精肉店
芦屋市医師会
市立芦屋病院
芦屋市本通り商店会
芦屋山手サンモール商店街
芦屋水道橋商店会
大阪大学医学部付属病院 オンコロジー医療センター がん相談支援室
山本スギ乃さん
清水佐和子さん
株式会社 笹田商会
誠トラフィック 株式会社
鎌野和彦さん
ダイキチレントオール株式会社
募金箱設置に協力いただいているみなさん
ポスター掲示、フライヤー配架に協力いただいたみなさん
ルミナリエバッグ作成に協力いただいたみなさん
リレー・ウォーク、リレー・ランに参加いただいたみなさん
この活動にご協力いただいたすべてのみなさん
全国各地の実行委員会のメンバー
芦屋市民のみなさん

主催： リレーフォーライフ関西実行委員会
公益財団法人日本対がん協会

共催： 特定非営利活動法人芦屋市体育協会

後援： 厚生労働省／兵庫県／芦屋市／西宮市／
芦屋市教育委員会／（特活）あしやＮＰＯセンター
兵庫県医師会／芦屋市医師会／
市立芦屋病院／（公財）兵庫県健康財団／
芦屋市商工会／他

特別協賛:

（順不同：2020年11月1日現在）

特別後援： アメリカ対がん協会

●サバイバーフラッグ ＆ ケアギバーフラッグ
フィジカルディスタンスを確保していただいて、手形を押し

ていただきました。 また当日、会場に足を運ぶことができない
方に向けて事前にアナウンスをし、手形をメールや郵便などで
受付け、スタッフがプリントした手形でフラッグを完成させました。

中央市場 卸したて
吉川建設株式会社
小林紀代子さん
伊藤ハム 株式会社
西宮市健康福祉局保健所


