がん患者・ご家族支援・がん征圧チャリティーイベント

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2018芦屋 報告書
2018年9月1日～2日 芦屋市川西運動場/青少年センター

終了のご挨拶
皆さまのお陰をもちまして、9月1日〜2日、「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2018芦屋」の開催を無事、終えることが
できました。 また、たくさんの方々にお越しいただきまして、大変嬉しく思います。ありがとうございました。
今年、12回目を迎えるにあたり、RFL芦屋の実行委員みんなで、いま1度初心に戻り、いままでRFL芦屋が大切にしてきたこと、
皆さまのお心に寄り添い、お心に何をお届けしたいのか…を考え、私たち自身、学びを重ね、ひとつひとつを丁寧に見直し、
積み重ねてまいりました。
「この場所で、私は歩きはじめた

この場所で、私はあなたと再会する」

そんな場所でありたいと思い、RFL芦屋の歴史を大切に、小さな積み重ねを大切に、新しい試みを大切に、みんなで臨んだ
12回目のRFL芦屋でした。
私は、今年で実行委員長3年目になります。
私自身、3年前、この場所で、歩きはじめ、毎年、さらに0.5歩ずつ、前に進めているように思います。
でも、それは、私を支えてくれる仲間がいるからです。
RFL芦屋の素敵な仲間に感謝です。
私を支えてくれている地元の方々、友達、家族、すべての人に感謝です。
たくさんの皆さまのお力添えをいただき、そんな場所を作り、皆さまをお迎えすることができました。
皆さまのご支援ご協力に心より感謝しております。
本当にありがとうございました。
リレー・フォー・ライフ・ジャパン2018芦屋
実行委員長 着能“きらきら”敬子

収支報告と募金の使途
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
リレー・フォー・ライフ・ジャパン２０１８
芦屋の収支は右記の通りとなりました。

（収入の部） ①
項目
１． 協賛広告費
２． 募金箱
３． 寄付金（会場外）
４． 自動販売機募金
５． 関連イベント収入
６． ルミナリエ募金
７． リレーウォーク参加費
８． キャンドル・ラン参加費
９． キャンドル・ラン周回募金
１０． Ｔシャツ等オリジナルグッズ収入
１１． 寄付金（会場内当日受け）
１２． 雑収入
１３． 前年度繰越金
収入計

金額

(支出の部） ②
項目
１． 販促品製作費
２． 広報費
３． 会場関係費
４． 事務局運営費
５． 次年度繰越金
支出計

金額

1,180,000
451,015
375,279
233,941
1,856,766
329,815
451,630
132,302
200,000
50,005
3,193,352
332,700
456,568 日本対がん協会への寄付額 （①－②）
1,110,610
476,657
143,500
417,740
209,391
5
200,000
4,303,962

2019年、13回目のリレー・フォー・ライフ・ジャパン芦屋は9月7日（土）、8日（日）に開催予定
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

開催概要

●交流・啓発企画

開催日時 2018年9月1日（土）～2日（日）
開催場所 芦屋市川西運動場、青少年センター・体育館
参加者
延べ 2,200人

Act1． リレー・スピーチ 「がん体験者のかたり」
“今のあなたは、昨年のこの人と同じだったかもしれない！”
をテーマとして、がん体験者（がん罹患者、ご家族にがん罹患
者がいる方）が、自らとどのようにして向きあえるようになったの
か、その心情や想いを語りました。0.5歩前に進むためのメッ
セージを提供しました。

●ルミナリエ
想いを込めたメッセージの書かれた
約1,000個のルミナリエバックに、
夜通しあかりが灯されました。

Act2． 話して つながろ かたり亭
～みんなでつくるがんサロン～

●キャンドルライト・セレモニー
がんと闘い、旅立たれた方を称え、
追悼するキャンドルライトセレモニーが
開かれました。キャンドルとたくさんの
想いを持ち寄っていただき、
“エンプティーテーブル”が行われました。

“0.5歩、1歩、踏み出してみませんか？” をテーマに、
サバイバーの方向け、ケアギバー（サポーター）の方向けに、
それぞれのお部屋を用意し、自分と向き合う場を
用意しました。

●リレー・ウォーク ＆ キャンドル・ラン

Act3．

開会式からフィナーレまで。チームで、
個人で、参加された方々によって、
シンボル襷が夜をこえて繋がれ、
ともに朝を迎えました。
キャンドル・ランには、約180名の
参加をいただきました。

かたり亭第２部
「部位別、系統別に語り合える交流テント」

“１歩踏み出した方同士、打ち明け、つながり、情報共有しま
せんか？” をテーマに、がんに罹患し、向き合っている方が、
互いにお話を聴いたり、交流を深め、情報を交換できる場所を
設けました。
また、夜間には、「星空☆教室」として、自分の経験を学生さん
や参加者を前に話す場を設けました。

Special Thanks

ご協賛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《協賛金》
株式会社 越智工務店
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社
（公財）兵庫県健康財団
JAIFA兵庫ソニー分会（ソニー生命）
芦屋川ロータリークラブ
西宮恵美寿ロータリークラブ
藤戸クリニック
株式会社 フィッシングマックス
株式会社 吉岡清掃
芦屋環境サービス 株式会社
兒玉内科醫院

芦屋なるみか
芦屋市商工会青年部
JCRファーマ株式会社彩菜
アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社
兵庫県阪神南県民センター
株式会社 神戸萬年社
打出商店会
小林クリニック
ハンドメイドショップ NO.15
バールバトー
エミちゃん祭り実行委員会
株式会社 JIB

ＣｏＣｏ壱番屋
てこの音
虹色マーケット
芦屋市内で活動する作家さんたちグループ
Wish Heart
《協賛品》
株式会社 日本トリム
コカ・コーラボトラーズジャパン 株式会社
オリバーソース 株式会社
株式会社 伊藤園
ＣＯＯＰデイズ芦屋店

NPO法人 さをりひろば
西宮市健康福祉局保健所
ウェスティンホテル淡路
グルメシティ芦屋浜店
イオンスタイル甲子園店
有限会社 塗夢創屋
芦屋市上下水道部
RESOVO
みかげスゥイーツロードと公園のあかり
伊藤ハム株式会社
株式会社なかすじ商店
（順不同）

ご協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
株式会社フィッシングマックス
ローランド株式会社 大阪オフィス
ＮＰＯ法人 さをりひろば
ＪＩＢ
芦屋市商工会青年部／芦屋なるみか
芦屋鳥きよ
芦屋日記
魚利
ウララ芦屋
ｇｒａｍ＋
杵屋豊光
Left Alone
Ｌａ遇
有限会社 楽果
CｏCｏ壱番屋
虹色マーケット
ボッテガ・ブルー
二見屋
てこの音
Wish Heart

芦屋市内で活動されている作家さんたちグループ
焼き菓子屋conoca
mother's wish@room131
azuki-iro
ヒカリノmutsu café
塗夢創屋
藤浦ぶどう園
アスレック 【A thle-C】
彩菜
スターバックス・コーヒー スタッフのみなさん
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
芦屋学園高校のみなさん
清風高校のみなさん
県立芦屋高校のみなさん
クラーク記念国際高校芦屋キャンパスのみなさん
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のみなさん
市立芦屋病院のみなさん
小山音楽教室のみなさん
株式会社カン研究所のみなさん
伊藤勇人さん
病室写真家 TAKAさん
松谷優希さん
芦屋市社会福祉協議会
チームびぃぐっど

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

特別後援：アメリカ対がん協会

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
芦屋こばとぽっぽ保育園
このはのおうち
芦屋神社
有限会社 ＤＴＰbasecamp
京の伝統印刷 株式会社三星社
Ｍ・あ～とさ～くる（臨床美術とくしま）
ABC朝日放送
三代澤康司さん
ＭＢＳ毎日放送
ラジオ関西
ＦＭおかざき
阪急阪神ホールディングス株式会社
阪神電気鉄道株式会社
株式会社 ライフデザイン阪急阪神
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
東急スポーツオアシス三宮／住吉
芦屋ＲＥＳＵＭＥ
ＮＰＯ法人キャンサーネットジャパン

特別協賛：

日本消化器病学会近畿支部
あしやＮＰＯセンター
芦屋市・東灘区の酒販組合加盟店
芦屋市医師会
市立芦屋病院
打出商店会
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
清水佐和子さん
榊原粧子さん
山本スギ乃さん
Café de blanche
株式会社 サウンドクルー 井上さん
有限会社 東田鉄工
有限会社 山村伊左衛門商会
株式会社 笹田商会
ケイ・トラスポート
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、キャンドル・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
（順不同）

