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ぐんまちゃん

がん征圧・がん患者支援
チャリティーウォークイベント

つながろう がんに負けない いのちのリレー

RELAY
FOR LIFE

JAPAN
リレー・フォー・ライフ・ジャパン

2017ぐんま

ALSOK ぐんま総合スポーツセンターふれあいグラウンド [ 前橋市関根町800 ]

12：00 START(受付開始10：00) ～ 12：00 FINISH(予定)

10/ ［土］～7 ［日］8

●主　　催：（公財）日本対がん協会／リレー・フォー・ライフ・ジャパン2017ぐんま実行委員会 
●共　　催：群馬県／（公社）群馬県医師会／（公社）群馬県歯科医師会／（一社)群馬県薬剤師会／
　　　　　　（公社）群馬県看護協会／群馬県がん患者団体連絡協議会／（公財）群馬県健康づくり財団
●特別後援：アメリカ対がん協会



リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2017 ぐんま

実行委員長のあいさつ

参加チーム紹介

ご参加ありがとうございます。 
命のリレーを繋げましょう！！

　「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2017ぐんま」は、年々、多くの方々に参加いただき、今回で
５回目の開催です。更なるイベントの定着と飛躍をモットーとし、今年も皆様の思いや願いをより大
きな輪とすべく、群馬県、前橋市、県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会の全面的な支
援とがん診療連携拠点病院、群馬県がん診療連携推進病院ほか多くの関係機関の協力を受けて開催す
ることになりました。
　私もサバイバー（がん経験者）の一人とし、この「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2017ぐんま」
がサバイバーの方々の励みになり、参加されるすべての人たちががんという病気を考え「がんに負け
ない群馬」の県民活動のひとつとなることを願います。
　リレーウォークの他にも楽しいイベントを考えています。笑って、泣いて、がんと戦って、そして
楽しく学んで･･･
　今年も、テーマは「つながろう　がんに負けない　いのちのリレー」です。皆様のご参加を、心よ
りお待ちしています。

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2017ぐんま実行委員会　実行委員長　 大島　主好

1 あけぼの群馬
2 伊勢崎ひまわりの会
3 １・２の３で温泉に入る会ぐんま
4 笑みの会
5 希望の会　
6 Ｃｕｒｅ　Ｓａｒｃｏｍａ
7 クレイトーン
8 館林厚生病院　おしゃべりの会
9 （公社）日本オストミー協会群馬県支部 群馬あかぎ互療会
10 原町赤十字病院　乳がん患者会　卯の花会
11 ひまわりの会
12 生菜の会・場の養生塾（群馬）
13 みゅらりっぷ
14 ( 一社）伊勢崎佐波医師会病院　成人病検診センター
15 伊勢崎市民病院
16 ＦＪＭ群馬
17 太田保健福祉事務所
18 桐生厚生総合病院
19 Ｇood time Good smile 木曜８時はヨロコンデ
20 群馬がん看護研究会
21 群馬県医療ソーシャルワーカー協会
22 群馬県看護協会
23 （公財）群馬県健康づくり財団
24 群馬県健康福祉部
25 群馬県済生会前橋病院
26 群馬県作業療法士会
27 群馬県信用保証協会
28 群馬県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会
29 群馬県庁保健師チーム
30 群馬県薬剤師会青年部
31 群馬県理学療法士協会
32 群馬県立がんセンター
33 群馬県立県民健康科学大学
34 群馬県立小児医療センター
35 群馬県臨床検査技師会
36 群馬大学医学部学生チーム
37 群馬大学医学部附属病院
38 群馬動物愛護推進協会 アイリス

39 群馬パース大学
40 公立碓氷病院
41 公立富岡総合病院
42 公立藤岡総合病院
43 コーラス・アンダンテ
44 国際ボランティア学生協会　ＩＶＵＳＡ
45 国立病院機構沼田病院
46 サンノーバ　　Ａチーム
47 サンノーバ　　Ｂチーム
48 JA 群馬厚生連
49 ＪＡＩＦＡ群馬県協会
50 ＪＣＨＯ　群馬中央病院　
51 渋川医療センター
52 （株）上州ミート
53 SUBARU 健康保険組合 　太田記念病院
54 全国健康保険協会群馬支部　
55 善衆会病院
56 ソニー生命保険（株）　群馬支社
57 高崎総合医療センター
58 館林厚生病院
59 地域がんサロンぐんま
60 チーム中外
61 東邦病院
62 利根中央病院
63 日本健康運動指導士会　群馬県支部
64 日本健康管理協会　伊勢崎健診プラザ
65 日本ホリスティックケア研究所
　　アロマテラピーケアグループ
66 原町赤十字病院
67 日高病院
68 POLA　ふじ季Ｇ・Ｇ
69 前橋協立病院
70 前橋市
71 前橋赤十字病院　Ａチーム
72 前橋赤十字病院　B チーム
73 前橋東看護学校
74 真木病院　FEET STEP

名誉会長のあいさつ

　「リレー・フォー・ライフ」の開催は、群馬県では５回目となりました。毎年多くの皆様に御参加
いただき、深く感謝申し上げます。
　群馬県におけるがん対策への取組方針を定めた「群馬県がん対策推進条例」では、県民が安心して
暮らせる群馬を目指すことを基本理念として掲げております。「リレー・フォー・ライフ・ジャパン
2017ぐんま」がそのための力となり、がん征圧の更なる進展の後押しとなることを心から願ってお
ります。

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2017ぐんま実行委員会　名誉会長／群馬県知事　 大澤　正明

サバイバーズラップ エンプティテーブル ルミナリエ

チームと24時間ウォーク サバイバーとケアギバー

リレー・フォー・ライフは24時間のウォーキングによるチャリティー
イベントです。1人で24時間歩き続けるのではなく、チームを組ん
で参加していただき、メンバーが交代で24時間歩き続けます。チー
ムはサバイバーを中心に集まった友達や会社の仲間や、がん患者
支援やがん撲滅という同じ志を持った仲間で構成され、どなたでも
参加できます。

リレー・フォー・ライフでは、「過去に一度でもがん告知を受けた
ことのある人」を「サバイバー」と呼び、がんに負けない勇気を称
えます。がんになり命の大切さや生きる素晴らしさをサバイバーの
皆さんは知っています。ぜひとも会場でたくさんのサバイバーの方
とお話しを楽しんでください。また、サバイバーを支える全ての方
を「ケアギバー」と呼んでいます。

リレースタート時のメインイベントで、リレー
ウォーク最初の1周は手形やメッセージを書い
たサバイバーズフラッグを持ち、サバイバー
だけが歩きます。「がんになっても、私はこん
なに元気に歩いているんだよ！」、「私は今生
きている。私はこんなに元気になったんだ
よ！」、「みんなで希望を持って生きようよ！」と
いう想いで笑顔で最初に皆で歩きます。

小さなテーブル、誰も座っていない椅子、
白いテーブルクロス、花瓶の一輪の薔薇、
ピンクのリボン、皿の上の一切れのレモン
とちりばめられた塩、伏せられたグラス、
火を点したキャンドルが闇の中にセットされ
ます。そして、その場に来ることができな
かった大切な人たちのことを皆で想い、歌
と朗読で偲びます。

トラックの周りや内部に、想いを書いたル
ミナリエバッグを並べ、中にキャンドルを入
れ火を灯します。ルミナリエバッグには、
全てのがんと闘う人の勇気を称え、亡くなっ
た方への想いを描きます。それぞれのルミ
ナリエはその人たちの物語を、人生を象徴
します。

リレー・フォー・ライフとは

群馬県のマスコット
「ぐんまちゃん」
許諾第29-140122号
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次演者控

ALSOKぐんまアリーナ

9：00～21：00 まで

【コース1】  ７日（土）12：00～18：00
　　　　 　８日（日）  7：30～ファイナルラップ

【コース2】  ７日（土）18：00～9日（日）7：30

WC

④
キッズ

コーナー

※天候により、プログラム
　の内容、時間が変更に
　なることもありますので
　ご了承ください。

７日（土）  １３：００～１６：0０
８日（日）  １０：００～１1：3０

●医療福祉
　（群馬県医療ソーシャルワーカー協会）
●看護師による相談コーナー
　（群馬がん看護研究会）
●在宅医療・訪問看護相談（群馬県看護協会）
●タイムマシン・メッセージ
　（群馬がん看護研究会）
　～１年後の自分や家族にはがきを送ろう～

７日（土）  １3：００～１６：0０
８日（日）  １０：００～１1：3０

●がん予防・早期発見エアショット
●走れ！プラレール！
　（県民健康科学大学　学生チーム）
●ボディペイント
　（国際ボランティア学生協会　IVUSA）
●ペーパークラフト（あかぎ互療会）
●お楽しみチャリティーくじ（実行委員会）
　大人の方もどうぞ！！

●癒しのハンドマッサージ（群馬大学医学部附属病院）
　７日（土）・８日（日）

●ハンドトリートメント・肌チェック・秋用メイクレッスン
　（POLAふじ季Ｇ・Ｇ）
　７日（土）・８日（日）

●足のアロママッサージ（日本ホリスティックケア研究所）
　７日（土）のみ

●アニマルセラピー（ブレーメンの会）
　７日（土）のみ

◎献血車
　７日（土）10：00～11：30
 13：00～16：30

●検診車の展示（マンモグラフィー検診車）

●サバイバー交流･休憩所
（１・２の３で温泉に入る会・学生ボランティア）
たくさんのサバイバーの方との話を楽しんでください。
ルミナリエやサバイバーフラッグの作成も行っていま
す。個人参加の方は、こちらで休憩をしてください。

７日（土）  １３：００～１６：0０
８日（日）  １０：００～１1：3０

●血管年齢測定・健康相談  ※７日（土）のみ

　（群馬県国民健康保険団体連合会）
●がんに強いぐんまづくり推進コーナー
　（群馬県健康福祉部）
●ストレスチェック・血管年齢・お薬相談
　（群馬県薬剤師会）
●脳年齢測定・ストレス測定・血管年齢測定（群馬県健康づくり財団）
●がん細胞を見てみよう（群馬県健康づくり財団）

●あかぎチキン　７日（土）12：00～20：00
　　　　　　　　８日（日）  7：00～11：00
●上州ミート　　 ７日（土）12：00～24：00
　　　　　　　　８日（日）  6：00～12：00
●Nao’s Kitchen　７日（土）12：00～21：00
　　　　　　　　８日（日）10：00～12：00
●金星食品　　　７日（土）10：00～17：00
　　　　　　　　８日（日）  7：00～12：00
●オヲツヤ　　　 ７日（土）10：00～18：00
　　　　　　　　８日（日）  8：00～12：00
●一品香　　　　７日（土）11：00～18：00
●f.Dijyon       　７日（土）11：00～15：00      
●パンの散歩道　８日（日）  7：00～
●JA群馬厚生連、JA赤城たちばな、JA嬬恋村（野菜販売）
　　　　　　　　７日（土）13：30～
　　　　　　　　８日（日）10：00～

①サバイバー交流コーナー

③啓発・健康チェックコーナー

②相談コーナー

④キッズコーナー

⑦リフレッシュコーナー
⑥フードコーナー

　　　⑤展示

※その他チームテントでも各種イベントを行っています。

※なくなり次第終了

サブアリーナ

※休憩・仮眠場所としてご利用ください。
（夜間のみ）

特殊種目場
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リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2017 ぐんま

ありがとうございました！　リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2017 ぐんま は多くの皆さまにご支援いただいています。

アフラック群馬県アソシエイツ会（アフラック群馬支社）、 ALSOK群馬綜合ガードシステム㈱、
㈱オルトスタッフ、群馬県信用保証協会、㈱サンワ、渋川スカイランドパーク、

(公社)生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会群馬県協会、大新東㈱前橋営業所、
㈱登利平、藤田エンジニアリング㈱、星野総合商事㈱、㈱森エンジニアリング、㈱リフォーム群馬

その他多くの皆様からご支援いただいております。

【飲 食 協 力】 ㈱あかぎチキン、㈱一品香、f.Dijon、金星食品㈲、㈱春夏秋冬、
    ㈱上州ミート、パンの散歩道、㈱丸大オヲツヤ商店

【グッズ協力】 ㈱伊藤園、肉のまる銀、ひまわりの会（群馬県健康づくり財団内）、
    ふくや、㈱丸大オヲツヤ商店、㈱ユニマットライフ高崎営業所

【運 営 協 力】 ALSOKぐんま総合スポーツセンター、大島倉庫運輸㈲、群馬医療福祉大学、
    群馬県立県民健康科学大学、群馬パース大学

【撮 影 協 力 】 千葉礼子
【印 刷 協 力】 上毎印刷工業㈱　
【会場設営協力】 コーエィ㈱

（順不同・敬称略）

寄付の使いみち

リレー・フォー・ライフに寄せられた寄付金を基に、がん医療に
関する研究を助成します。この助成金には、がん医療の充実を願
うサバイバーやケアギバーの切なる思いが込められています。
2012年に第1回目の助成が始まり、2016 年は 20 件が採択され
ました。

がんを早期発見することの重要性を伝え、がん検診の受診を啓
発しています。各地でがんセミナーを開催したり、冊子やチラシ
を作成するなど様々な情報発信をしています。

がん専門医の育成のため、専門の医療機関で研究する若手医師に奨学
金を提供しています。大学病院や国立がん研究センターなど国内機関の
ほか、米テキサス大学 MD アンダーソンがんセンターに派遣しています。

がんに関する相談を無料でお受けします。看護師と社会福祉士による
電話相談は祝日を除く毎日実施し、医師による無料相談も行っています。
リレー・フォー・ライフの寄付によって時間を拡充することができました。
●がん相談ホットライン　03-3562-7830
　（祝日を除く10：00～18：00）

プロジェクト未来

がん検診受診率向上若手医師育成奨学金

悩みをサポート

〈収益金は（公財）日本対がん協会に寄付され次のような活動に役立てられます。〉

建機のレンタル・イベント・セレモニー

㈱アイティーエム、アサカタクシー㈱、アズサイエンス㈱、㈱新井商会、家田化学薬品㈱群馬営業所、
㈱栄久、ＳＭＢＣ日興証券㈱、大木理工機材㈱、大島倉庫運輸㈲、㈱関電工群馬支社、㈱倉屋、㈱栗原医療器械店、

（公財）群馬県観光物産国際協会、群馬県検診機関連絡協議会、群馬県厚生農業協同組合連合会、
群馬県地域婦人団体連合会、群馬県農業協同組合中央会、（学）群馬県美容学園、群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合、

群馬テレビ㈱、群馬電装㈱、㈱群馬ビーエスタイヤセンター、群馬日野自動車㈱、㈱ケイエムオー、
㈱ケーシーエス 栃木支社、㈲近藤金庫店、㈱坂井養蜂場、㈱Ｇ・Ｉ、㈱ジーシーシー、ジャーナル印刷㈱、上毎印刷工業㈱、

上毛資源㈱、上毛新聞社、社会福祉法人すてっぷ、㈱セイブンドー、全国共済農業協同組合連合会 群馬県本部、
全国農業協同組合連合会 群馬県本部、㈱高崎タイヤセンター、㈲タキザワ、中央キャリアネット㈱、

㈱ツドイエ ホテルラシーネ新前橋、トヨタカローラ群馬㈱、肉のまる銀、㈱日産サティオ群馬 前橋東店、日本事務器㈱、
日本車輛洗滌機㈱、日本生命保険相互会社 群馬支社、日本パスコム㈱、日本ベクトン・ディッキンソン㈱、
㈱ネディア、農林中央金庫  前橋支店、㈱荻原歯研、華光 HANA　HIKARI、フクダ電子北関東販売㈱、
富士ゼロックス群馬㈱、藤田テクノ㈱、㈲船津自動車、㈱北毛久呂保、㈲前橋京和商会、㈱前橋大気堂、
（医）真木会  真木病院、松浪硝子工業㈱、松本印刷工業㈱、㈱みくに労務管理事務所、武藤化学㈱、

㈱メディコ、山口会計、ラボ・システムズ、リコージャパン㈱、㈱ロジクエスト
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群馬県地域婦人団体連合会、群馬県農業協同組合中央会、（学）群馬県美容学園、群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合、

群馬テレビ㈱、群馬電装㈱、㈱群馬ビーエスタイヤセンター、群馬日野自動車㈱、㈱ケイエムオー、
㈱ケーシーエス 栃木支社、㈲近藤金庫店、㈱坂井養蜂場、㈱Ｇ・Ｉ、㈱ジーシーシー、ジャーナル印刷㈱、上毎印刷工業㈱、

上毛資源㈱、上毛新聞社、社会福祉法人すてっぷ、㈱セイブンドー、全国共済農業協同組合連合会 群馬県本部、
全国農業協同組合連合会 群馬県本部、㈱高崎タイヤセンター、㈲タキザワ、中央キャリアネット㈱、

㈱ツドイエ ホテルラシーネ新前橋、トヨタカローラ群馬㈱、肉のまる銀、㈱日産サティオ群馬 前橋東店、日本事務器㈱、
日本車輛洗滌機㈱、日本生命保険相互会社 群馬支社、日本パスコム㈱、日本ベクトン・ディッキンソン㈱、
㈱ネディア、農林中央金庫  前橋支店、㈱荻原歯研、華光 HANA　HIKARI、フクダ電子北関東販売㈱、
富士ゼロックス群馬㈱、藤田テクノ㈱、㈲船津自動車、㈱北毛久呂保、㈲前橋京和商会、㈱前橋大気堂、
（医）真木会  真木病院、松浪硝子工業㈱、松本印刷工業㈱、㈱みくに労務管理事務所、武藤化学㈱、

㈱メディコ、山口会計、ラボ・システムズ、リコージャパン㈱、㈱ロジクエスト



10/7●土 

ステージ フィールド

10/8●日

受付開始

▶11：45  全員ステージ前集合

※時間は予定です。

（17：19  日没）

ルミナリエ点灯

0：00～  星空ストレッチ

6：30～  ラジオ体操
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（5：44  日の出） 

 

朝
７
時
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ら
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業
（
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部
）

●会場内のお荷物の管理は自己責任でお願いします。●会場内は全面禁煙、火気厳禁です。●会場内での飲酒はご遠慮ください。●ゴミは各自お持ち帰りいただき
ます。●万が一、事故が発生した場合、主催者は傷害保険に加入している範囲内及び応急処置の範囲内で対応いたします。●イベント中の映像、写真、記録などは、
テレビ、新聞、雑誌、インターネット等に掲載される場合がありますのでご了承ください。撮影などを希望されない場合には、撮影やインタビュー時にその都度お申し
出ください。●楽器演奏など大きな音を出すことは夜間は禁止とします。●本大会の趣旨をご理解のうえ、営利活動や政治的・宗教的な活動、特定の医療者・治療
法・治療薬などの勧誘・宣伝行為、許可のない物品販売、サービス提供などはご遠慮ください。●参加者は運営スタッフの指示に従い、注意事項やマナーを守ってく
ださい。●本大会の趣旨に照らし、安全・適切な運営に支障があると主催者が判断した場合、参加をご遠慮いただく場合があります。
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ク

サバイバーズラップ

ファイナルラップ

リレーウォークスタート

プログラム

リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2017 ぐんま
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エンプティーテーブル ～あなたを忘れない～

日時：７日（土）（18：30～19：00）　場所：ステージ前

●朗読（倉沢つかさ）
●独唱（諸田広美）
▶アヴェ・マリア 　▶アメイジンググレース

諸田広美さん紹介：群馬大学卒業。
東京芸術大学大学院オペラ科終了。イタリア国立ミラノ・ヴェルディ音楽院卒業。
二期会オペラ研修所修了（修了時に奨励賞並びに優秀賞受賞）これまでに２回
にわたり計５年間イタリア留学。第５回上毛芸術文化賞《音楽部門》受賞。群
馬音楽協会理事。藤原歌劇団所属

  8：00 モーニングエクササイズ

 （日本健康運動指導士会群馬県支部）

  8：30 群馬大学医学部ダンスサークル

  9：00 G.B.Ｋ.B（群馬弁護士会軽音部）「バンド演奏」 

  9：45 ウクレレロクさんと仲間たち

10：30 群馬大学フローオーケストラ「吹奏楽」

11：45 閉会式

12：00
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ー
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で
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部
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）
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注
意
事
項

10：00 

11：45 

12：00 開会式

12：30 

13：00 八木節たちばな会・響友会

13：30 高崎商業高校吹奏楽部マーチングマーキュリーズ　

14：00 超速戦士 Ｇ－Ｆ ＶＥショー

15：00 クレイトーン「オカリナ演奏」

15：20 国際ボランティア学生協会 ＶＵＳＡ「ダンス」

15：40 コーラス・アンダンテ「合唱」

16：00 チーパーズ「アコースティックギター演奏」

16：45 コンレミ「バンド演奏」

18：30 エンプティーテーブル／メゾソプラノ（諸田広美）

19：30 交流タイム


