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ごあいさつ 
 
2015年9月21～22日の二日間、新潟初となった「リレー・
フォー・ライフ・ジャパン2015にいがた」を多くの方々の
ご支援とご協力のもと、開催いたしました。 
 
にいがた開催では、このイベントを通してサバイバーが
「がんに関する情報や気持ちの痛み」を周囲のみなさんと
共有することで、辛さが和らぎ、少しでも楽しく生きてい
きたいという気持ちが持てるようにと願ってスタートしま
した。 
 
私も乳がんを経験し、一人でまたは家族だけで向き合うの
は心の負担が重すぎる病であることを実感しました。 
 
このイベントは、「がん患者とそのご家族やご友人を支援
し、地域全体でがんと向き合うことで、ひとりでも多くの
方の希望につながるチャリティイベント」を目指します。 
 
今年も多くのみなさまと会場でお会いできるのを楽しみに
しております。 
 
 

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2016にいがた 
実行委員長 伊勢 みずほ 
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リレー・フォー・ライフとは 

・リレー・フォー・ライフ（RFL）（＝命のリレー）は、がん患者 

 支援のため募金を集める24時間（夜間越え）のチャリティプログ 

 ラムです。1985年にアメリカ・ワシントン州シアトル郊外で、 

 アメリカ対がん協会のクラット医師が陸上競技場を24時間走り続 

 けて寄付を募り、1日で2万7千ドルが集まったことで始まりまし 

 た。今では全米など24ヵ国、世界の6,000ヵ所以上で行われる地 

 球規模の催しになりました。 
 

・RFLはボランティアの手作りで企画・運営され、参加者の参加 

 費・寄付金・企業協賛金などは、がん研究者への助成、奨学金、 

 がん相談や検診率向上のためのがん患者支援活動に使われていま 

 す。日本では、国民の半数が人生で一度はがんにかかり、その結 

 果、3人に1人はがんで生涯を終えています。その現実を見れば、 

 がん克服は全ての国民の課題といっても過言ではありません。 
 

・がん患者さんやそのご家族を支援し、地域全体でがんと向き合い、 

 がん征圧を目指します。 
 

・現在、全国でこの活動が始まっています。新潟県内での取り組み 

 は今年が二年目の開催となります。 
 

・RFLは毎年開催していく活動です。 
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2006年に茨城県つくば市で初トライアルがあり、翌年から芦屋市
と東京・お台場で始まりました。その後、全国で年を追って6ヵ所、
14ヵ所、20ヵ所、27ヵ所と増え続け、2015年には全国47ヵ所で
ボランティアによる開催を終えました。2016年は新潟をはじめ、
全国約50ヵ所で開催予定です。 

開催状況 

-- リレー・フォー・ライフ・ジャパンの使命と3つのテーマ -- 

使命 

テーマ 
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3つのテーマに支えられ、使命であるSAVE LIVESが 
成り立っています。 



■夜通しウォーク 

サバイバー（患者）やケアギバー（家族、
遺族、支援者）はもちろん、どなたでも
参加できます。仲間でチームを組んで夜
通し、交代で歩きます。昼間は、がん啓
発のイベントやトークショー、歌や踊り
などのイベントが開催されます。 

リレー・フォー・ライフでできること 

※画像は「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2015にいがた」より 
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■ルミナリエセレモニー 

夕方には、ルミナリエに火を灯し、がんと闘っている仲間や亡く
なった人に祈りをささげます。 

■エンプティーテーブル 

会場に来られなかった人のための
セレモニーです。 

大切な人を想い静かな時間を過ご
し、夜を明かします。 



開催概要 

①名  称  

②開催場所  

③開催趣旨 

 

 

 

 
 

④開催日時  

⑤参加者数 

 

⑥運営主体等 
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・主  催：公益財団法人日本対がん協会（http://www.jcancer.jp/）   

  リレー・フォー・ライフ・ジャパン2016にいがた実行委員会 

 （ http://relayforlife.jp/niigata/） 

 

・特別協賛：東京三菱UFJ銀行（株）/住友生命保険（相）/武田薬品工業（株） 

  （株） ECC/デルタ航空/ソニー生命保険（株）/中外製薬（株）/ 

  サノフィ（株）/小野薬品工業株式会社 

 

・後  援：厚生労働省/新潟県/新潟市/長岡市/上越市/三条市/新発田市/ 

  柏崎市/佐渡市/村上市/燕市/五泉市/阿賀野市/胎内市/加茂市/ 

  見附市/小千谷市/十日町市/魚沼市/南魚沼市/妙高市/糸魚川市/ 

  阿賀町/聖籠町/関川村/弥彦村/粟島浦村/田上町/出雲崎町/湯沢町/ 

  津南町/刈羽村 

  朝日新聞新潟総局/読売新聞新潟支局/日本経済新聞社新潟支局/ 

  産経新聞社新潟支局/毎日新聞新潟支局 

 

・後援申請中：新潟県医師会/新潟県看護協会/新潟県薬剤師会 

 （2016/06/20現在） 

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2016にいがた 

新潟県スポーツ公園（新潟市中央区清五郎） 

がん患者支援・がん征圧プログラム「リレー・フォー・ライフ（Ｒ
FL）」（命のリレー）の開催により、患者、家族、一般の人との連
帯感を高めて、楽しみながら勇気と希望を分かち合う。 

地域社会主体のチャリティーとして、がん医療に対する啓発、社会
意識向上をもたらす。 

 

2016年9月18日（日）午後1:00～9月19日（月・祝）午前10:00 

約1,200人（2015実績より） 

http://www.jcancer.jp/
http://relayforlife.jp/niigata/
http://relayforlife.jp/niigata/


開催概要（続き） 
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・協賛企業：BSN新潟放送/CYプレイス（株）/FM-NIIGATA 77.5/ 

  JAIFA第一生命新潟分会/格闘技道場k-ism/ＮＳＴ/ 

   （株） OTOGIコーポレーション/store room/ 

  TeNYテレビ新潟放送網/UX新潟テレビ21/ 

  アイフルホーム新潟東店（クオリアホーム）/ （株）赤羽/ 

  アルバ（株） /イオンリテール（株） / （株）内山熔接工業/ 

  エービーエス新潟（株） / （株）大橋商会/金子機械/ 

  （有）クボタクリーン/ （株）栗山米菓/ 

   （株）グローバルリスクマネジメント/（有）ケンユウ/ 

  高等教育コンソーシアムにいがた看護系大学タスクフォース（新 

  潟大学、新潟医療福祉大学、新潟青陵大学、新潟県立看護大学）/ 

   （株）広報しえん/ （株）サカタ製作所/三吉屋/ （株）三幸/ 

  しなの薬局グループ/ジブラルタ生命保険（株）新潟支社/ 

  上越（株） NSI/ （株）新宣/住友生命保険（相）新潟支社/ 

  セコム上信越（株） /第一生命保険（株）新潟支社/ 

  田村紙商事（株） /チームWAKAI/ （株）千代田設備/ 

  手打ちラーメン勝龍/ （株）トキオ/トク・エンタープライズ（株） / 

  新潟医療福祉大学（学校法人新潟総合学園）/新潟がん看護研究家/ 

  新潟県緩和ケア推進協議会/南部郷厚生病院 緩和 郷和/ 

  新潟市南商工振興会夢コンプロジェクト/新潟総合警備保障（株） / 

   （株）新潟日報社/ （株）新潟博報堂/新潟万代ロータリークラブ/ 

  新潟薬科大学/（有）畑山建築/ 

  フェニックス・ムエタイ・フィットネス・アカデミー不死鳥道場/ 

  プルデンシャル生命保険（株）新潟支社/ （株）本町調剤薬局/ 

   （株）松崎屋/ミサワホーム北越（株） / 

  明治安田生命保険（相）新潟支社/ 

  メットライフ生命保険（株）新潟エージェンシーオフィス/ 

  新潟メディソリーソ/ （株）メディック太陽/（株）ライフアシスト 

  （2015年実績 62企業・団体） 



リレー・フォー・ライフ・ジャパン2016にいがた 
実行員会組織図 
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実行委員長 

伊勢 みずほ 
ルミナリエ 

リーダー 

今井 洋介 
県立がんセンター病院 

内科部長 

運営・物流 

リーダー 

廣田 幹人 
新潟綜合警備保障㈱ 
代表取締役社長 

啓発活動 

リーダー 

小田 敏三 
㈱新潟日報社 
代表取締役社長 

チーム勧誘 

リーダー 

内山 聖 
魚沼基幹病院院長 

サバイバーシップ 

リーダー 

佐藤 信昭 
県立がんセンター病院

院長 

・事務局長 髙橋  忍 
・運営局長 岡  秀典 
・救護担当 若井 俊文 
・救護担当 野沢 慎吾 
・会計担当 小見  毅 

副実行委員長 

渋木 和俊 
林 三枝 
金子 文江 



①歩いて 

チームを組んで、たすきをつなぎます。思い
思いのフラッグを作り、仮装してもＯＫ！当
日個人参加で好きな時間だけの参加も大歓迎
です。 

※参加費：1,000円/人 

※サバイバー・高校生以下無料 

 

②ルミナリエで 

当日参加の方はもちろんですが、参加できな
い方も、ルミナリエバッグにメッセージをお
書きください。当日、会場に明かりを灯して
飾ります。 

※ルミナリエバッグ：500円/個 

 

③スタッフとして 

実行委員や当日のボランティアとして、新潟
のリレーフォーライフを一緒に作って、頑張
りましょう。 

※事務局にお問い合わせください 

 

④寄付・協賛金 

リレーフォーライフのイベントの趣旨にご賛
同くださる企業（団体）や個人でのご協力を
お願いします（別紙参照）。各地で年間通し
て、募金箱の設置をしていただくこともでき
ます。 

※事務局にお問い合わせください 

リレー・フォー・ライフに参加するには 
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画像転載：リレーフォーライフジャパンホームページより 



Fax.025-243-7041 
E-mail.rflj.niigata@shinsen.biz 

11 

<参加申し込み専用事務局> 
株式会社 新宣 朱鷺メッセ営業所 
Pマーク取得NO.23860020 

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2016にいがたの趣旨に賛同し以下のとおり申し込みます。

FAX

□チーム参加 （当日会場にて参加いただくチーム） 参加費： 1,000円/人、サバイバー・高校生以下無料

内サバイバー

内高校生以下

人

人

参加時間（どちらかに○をつけてください。）

・ 一部参加（下記に参加予定時間をご記入ください）

9月18日（日）

12時 14時 16時 18時 20時 22時 0時 2時 4時 6時 8時 10時

電話番号

フリガナ

フリガナ

〒

法人・団体・個人

※いずれかを○で囲んでください

ご担当者さま氏名

（法人・団体の場合）

住　　所

email

チーム名

24時間参加

9月19日（月・祝）

チーム人数 人

申し込み締め切り：2016年9月2日（金） 
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ボランティア 

当日の運営をサポートいただくボランティアを募集しております。 
個人、チーム、職場、サークル、団体、どなたでも大歓迎です。 
興味のある方はお気軽に下記までお問い合わせください。 
 

・活 動 日：2016年9月18日（日）～19日（月・祝） 
 

・活動場所：新潟県スポーツ公園(新潟市中央区清五郎) 
 

・応募資格：高校生以上。高校生の方は昼間の時間帯のみとします 
 

・保険待遇：当方が保険料を負担し、傷害保険に加入します 
 

・参 加 費：1,000円(当日ご持参ください。) 
  *参加費は全額リレー・フォー・ライフ・ジャパンに寄付します 

  *ボランティア参加費をお支払いいただいた方はリレーウォーク参加費を 

   お支払いいただく必要はありません。 

  *がん患者または経験者の方は無料です。 
 

・おもな活動内容 
 1日3～4時間程度の活動をお願いいたします。 

係名 内 容 活動時間帯 

① 会場設営および撤去 
テントの設置・撤去、椅子
及び机の配置・撤去など 

9/18 午前・午後 
9/19 午前 

② 駐車場案内 駐車場案内 
9/18 午前・午後 
9/19 午前 

③ 会場警備・備品等チェック 会場見回り 
9/18 午前・午後・夜・深夜 
9/19 午前 

④ 受付 
参加資料の手渡し、当日受
付、Ｔシャツ販売等 

9/18 午前・午後 
9/19 午前 

⑤ ルミナリエ 
キット販売、設置、点燈等
撤去など 

9/18 午前・午後 
9/19  午前 

⑥ ステージ補助 出演者案内、機材設置等 
9/18 午前・午後 
9/19 午前 

⑦ サバイバーテント補助 
サバイバー用記念品配布 
サバイバー用横断幕作り 

9/18 午前・午後 
9/19 午前 

⑧ 記録 イベントの写真を撮る 
9/18 午前・午後・夜・深夜 
9/19 午前 

⑨ リレーウォーク サポート ラップ計測(スタンプ押し) 
9/18 午前・午後・夜・深夜 
9/19 午前 

※１.活動時間帯は 9/21午前（10:00～13:00）, 午後（13:00～18:00）, 夜間（18:00～21:00）,  
   深夜（21:00～翌8:00）9/22午前(8:00～11:00)を予定しています 
※２.できるだけ希望の係に添うよう努力しますが 添えない場合もありますので ご了承ください。 
※３.学生の方にはボランティア証明を発行することも可能ですので、申し込み用紙にその旨記載し 

てください。 
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ボランティア 

・申し込み締切日 2016年9月2日（金） 

 
・お申し込み方法及び申し込み先 

 お申し込みの際は、別紙「ボランティア活動の申し込み用紙」に 

 ご記入の上、下記宛にFaxまたはE-mailでお申し込みください。 

 団体で参加を希望される方は代表者の方がお申し込みいただき、 
 伝達事項欄に団体ボランティア希望の旨、ご記載ください。 

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2016にいがた 
実行委員会事務局 

 

Tel.080-7718-899（担当：髙橋） 
Fax.025-243-7041 

E-mail.rflj.niigata@kanekopcs.com 

同意事項 
  
・天災、事故、事件で中止になった場合、また参加者の都合でキャ 
 ンセルされた場合は、支払われた参加費等はお返しできませんの 
 でご了承ください。 
 

・会場内での荷物の管理は自己責任にてお願いいたします。 
  

・万が一事故が発生した場合、主催者は損害保険に加入している範 
 囲内および応急処置以外の責任は負えません。 
  
・イベント中の映像、写真、記録等は、テレビ・新聞・雑誌・イン 
 ターネット等へ掲載される場合がありますのでご了承ください。 

お申し込み・お問い合わせ先 
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ボランティア申し込み用紙 
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ルミナリエ 

ルミナリエバックは、がんで亡くなった方々を偲び、そ
の方に届けたいメッセージを書きます。 
 
ルミナリエバックは、がんと闘っている人たちを励ます
メッセージを書きます。 
 
当日参加の方はもちろん、参加できない方もルミナリエ
バックにメッセージお書きください。イベント当日、
バックにLEDライトを灯し、会場を照らします。 
 
ルミナリエバッグ：500円/個 

当日会場に飾られたルミナリエバッグ 
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「飲食ブース」および「啓発ブース」出展について 

【会場レイアウト（案）】 

※レイアウトは昨年の開催実績となります。 
 出展場所は今後変更になりますので。ご了承ください。 

「飲食ブース」および「啓発ブース」出展申し込みについて 
出展申し込み締切：平成28年7月31日（日） 

平成28年8月1日（月）に抽選作業を行い、お申し込みをいただきま
した出展希望者さま全員に結果をご連絡したします。 

 

1）出展申し込みにあたり、P17～22の出展概要をご一読ください。 
2）P23「出展申込書」に必要事項をご記入いただき、申し込みくだ 
 さい。 
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【スケジュール（案）】 

※開催時間が深夜をまたぐため、ご出展の時間はおまかせいたしますが 
 13:00～19:00間は営業をお願いいたします。 

【搬入・搬出】 

搬入の際、本部スタッフへお声掛けの上、作業を行ってください。 
 

●搬 入:  9月18日（日）    10:00 ～ 13:00 出展者 準備・搬入 

 

●搬 出:  9月19日（月･祝）10:00 ～ 12:00 出展者 撤去・搬出 
                 ※搬出に伴う車両乗り入れは来場者の混雑具合をみて 
                  スタッフよりご案内致します。 

【小間装飾について】 

■装飾作業についての注意事項 
 ・出展に関する装飾は、自社小間内に限ります。 
  通路上や施設の壁面を利用した装飾は出来ません。 
 
 ・来場者や会場に危険を及ぼす可能性のある商品は展示できません。 
 
 ・本イベントの趣旨にあわない商品についてはお断りする場合があります。  
 

■その他 
 ・省資源化、ゴミ処理対策、環境保全の観点から作業に伴って発生したゴミは必ずお持ち帰り 
  ください。 
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【搬入・搬出動線】※車両を乗り入れる場合 

 ◆搬入について 

  車両を乗り入れての搬入される場合は鳥屋野潟スポーツ公園事務所にて 

  進入許可申請をして乗り入れしてください。 

   ※一般駐車場からの乗り入れはできません 
   （台車等による荷物運搬は一般駐車場から搬入出可能です） 
  

 ◆会場内での車両移動は最徐行（10㎞/ｈ以下）にて、ハザードを点けてください。 

   ※休日の為、一般来園者が多く見込まれますので十分にご配慮・ご注意をお願いします。 
 
 ◆イベント会期中、会場内に車両を止めておくことはできません。 
   ※荷下ろし後は、速やかに車両の移動をお願いします。 

【車両の乗り入れについて】 
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【電気工事について】 

■電気工事・幹線工事 
  ・基礎備品として、電気供給及びコンセントは設置されておりません。 

 

  ・小間内に電気供給を必要とする出展者は別紙、出展申込書の「オプション備品申し 

   込み」 にご記入の上、 8月26日（金）までに事務局へＦＡＸにてお申込みください。 

  

  ・お申込みがない場合は、電力の供給ができませんのでご注意ください。 

     

  
■電気工事の費用負担 
 ＜一次側幹線工事＞ 

  ・事務局ではお申し込みに基づき、コンセントを小間内まで配線します。 

                  ※200Vは供給できませんのでご了承ください。 

 

   

 

 

 

  ・発電機などにて一式お持ち込み対応される場合には費用負担はございません。 

 

  ・消費電力が1,500Ｗを超える場合、総量に応じて追加費用が必要となる場合が 

   ございます。（要相談） 

 
  ・お支払いは、当日会場にて事務局より徴収させていただきますので、つり銭の 
   ないようにご準備願います。 
 

 
■保護装置 
  ・電源異常や事故による停電または電圧降下のために出展物、装置等を損傷した場合、 

   主催者はその責任を負いません。出展者は十分な保護装置を設置してください。 

 

 
■電気工事の注意 
  ・電気器具の口金・受け口等の充電部は露出させないように留意してください。 

  ・白熱電灯・抵抗器その他の熱を発する設備機器は、可燃物と接触したり、または、 

   可燃物が過熱する恐れのない位置に設置してください。 

  ・通路付近の低位置にスポットライト等を設ける場合は来場者に危険を及ぼさないよう 

   に安全措置を講じてください。 

100Vコンセント 
総量1,500W（1.5kw）以内 

(アース無し) 
￥5,400円（税込） 
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【その他の留意事項】 

・主催者は天災、その他の不可抗力等の原因により会期を変更、または中止する場合があり 
 ます。 
 主催者はこれによって生じた出展者及び関係者の損害は補償しません。 
 
・スピーカー、マイク等を使用してのプレゼンテーション等は、他の出展者の迷惑にならな 
 いよう配慮してください。 
 
・実演等については、他の出展者の迷惑にならないようご注意ください。 
 他の出展者に著しく迷惑を及ぼしていると事務局が判断した場合は、実演等を中止して 
 いただきます。 

■事故防止及び責任について 
 ・出展者は、出展物の搬入、展示、実演、販売、撤去などを行なう際は事故の発生防止につ 
  とめてください。 
 
 ・事務局は出展者が行なうこれらの作業、行為について必要と認めた際は、事故の発生防止 
  のための処置を命じ、その作業、行為の制限、もしくは中止を求めることがあります。 
 
 ・出展者自身の行為によって発生した事故、または損傷については、出展者の責任となりま 
  すので安全管理にも万全を期してください。 
 
 ・出展者小間内での展示物、装飾物の転倒や落下等による事故につきましては当該出展者の 
  責任となりますので安全管理には万全を期してください。 
 
 ・小間内で起きた備品破損や盗難等についても、出展者の責任となりますので、保安管理に 
  は十分注意してください。 
 

 ・貴重品ならびに金銭・商品管理は、各自の責任において管理してください。 

          ※紛失、破損等の事故について主催者は一切の責任を負いかねます。 

  

 ・出展者は、搬入・調理・販売・撤去などを行う際は事故の発生防止に努めてください。 

 

 ・食中毒など出展者の責務で発生した事故については当該出展者にて当事者へ保障していた 

  だきますので安全衛生面は特にご注意ください。 

【オプション備品について】 

事務局では、別途有料にて「オプション備品の貸し出し」を行なっております。 
 
必要な方は「オプション申込書」にご記入の上、 

           8月26日（金）までに事務局へＦＡＸにてお申込みください。 
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【オプション一覧】 

※上記以外にてご要望などございましたらご相談ください。 
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「飲食ブース」出展を希望される方 

【出展料】 

 ■出展料として総売上の10%を事務局へ納めてください。 
 
   ・当日（営業終了後）本部にてお支払願います。 
   ・売上金は自己申告といたします。 

【飲食物の販売について】 

 ① 食品の販売・調理行為を行う全ての出展者は「臨時食品営業許可申請書」の申請 

   が必要となります。 

    ※弁当など「工場等で製造されパック詰めされた商品」をそのまま販売する行為も 

     申請対象となります。 
     保健所の許可申請は各出展企業様の責任のもと、新潟市保健所へお手続きを 

     お願いします。 

 
    ※8月26日（金）までに、上記申請許可書の写しを事務局までご提出下さい。 
    ※申請許可書なき出店についてはお断りさせていただきます。 

 

       
 ② 商品は原則として「加熱調理食品」および「既成食品」の提供に限られます。 

    ※会場にて「商品の過熱加工」等、調理・製造を行う場合は、上記①の申請の他に 

     当日従事される方全員の「検便検査結果表」が必要となります。 

      各地域の検査機関にて事前に受けてください。 

      （国内在住1年以内の検査結果証明書可） 

 
 ③ 保健所の申請上、床養生（ブルーシート）の準備を必ずお願い致します。 

    ※テント出展の場合（移動販売車出展を除く） 

 

 ④ 給排水は既設の「手洗い場」を共有といたします。 
    ※来場者の利用もございますので、清潔な使用克つ譲り合いのもとご利用ください。 

 
 ⑤ 会場内での冷蔵・冷凍ストックスペースはございません。 

    必要に応じて各自にてご用意･調整をお願いします。 

 
 ⑥ どんぶり、割り箸、お盆、調味料、調理器具など、必要応じ出店者側にてご用意して 

   ください。 

 

 ※以下は「飲食ブース」出展に伴う事項となります。 
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【出展申込書】 

出展者名
（団体名）

住　所

担当者名 ㊞ TEL －　　　　　　－

E-mail FAX －　　　　　　－

〒

全出展者提出 

■出展内容 ※販売内容や取扱い商品等 

＜お申し込み・お問合せ先＞ 

貴社控えとして必ずコピーをおとりください 

FAX：025-243-7041 お問い合わせ先： Tel:080-7718-8994 
（担当：髙橋） 

リレー･フォー･ライフ･ジャパン2016にいがた実行委員会 事務局 

■オプション備品申し込み（有料） 

Ｎｏ． 備品名 単価 数量 合計 備考 

合  計 円 （税込） 

※お支払いは事務局より当日会場にて徴収させていただきます。 

提出締切  7月31日(日) 

Tel:080-7718-8994
Tel:080-7718-8994
Tel:080-7718-8994
Tel:080-7718-8994
Tel:080-7718-8994


 
 
ご協賛・ご協力のお願い 

一般協賛：1口 10,000円（複数口可）   

企業協賛：1口 30,000円（複数口可）   

 

【振込先】 

金融機関 第四銀行 本店営業部 

        普通預金 

口座番号 ２６７０２２２ 

口座名  リレー･フォー･ライフ・ジャパン 

  にいがた 実行委員長 伊勢みずほ 

※ 領収書の必要な方は実行委員会事務局までご連絡ください※ 
 

※現物や物品でのご協力も受け付けております※ 

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2016 にいがた 

実行委員会事務局 

Tel:080-7718-8994（担当：髙橋） 

Email: rflj.niigata@kanekopcs.com 
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本イベントに関するご質問やお問い合わせは 
以下までお気軽にご連絡ください。 

http://relayforlife.jp/niigata/ 

https://www.facebook.com/RFLJniigata/ 

イベントに関
する情報は 
ここを 

チェック！ 

mailto:rflj.niigata@kanekopcs.com
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「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2016にいがた」協賛承諾書 

 

「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2016にいがた」の開催趣旨に賛同し、下記の通り協賛を

承諾します。なお、協賛金は指定の口座に振り込みます。 

 

貴社名・貴団体名 様   

住 所 〒 

 

 

電 話／FAX 電話：           FAX： 

担当部門  

担当者名  

担当者メールアドレス  

ホームページアドレス 

（企業PRのリンク先） 

http:// 

 

社名掲載時の表記 ※ロゴ表記は控えさせていただいております。 

 

 

協賛金額 特別協賛金       口             円 

振込期日 平成28年 7月29日（金） 

 

ご協賛金振込口座 

・銀行名  ：第四銀行 本店営業部（支店コード200） 普通預金 2670222 

・口座名義 ：リレー・フォー・ライフ・ジャパンにいがた 

       実行委員長 伊勢みずほ 

※大変恐れ入りますが、振込手数料は貴社・貴団体にてご負担下さいますようお願いいたします。 

※領収書の必要な方は実行委員会事務局までご連絡ください。 

 

ご返送について 

（１） 承諾書送付期日  平成27年7月31日（金） 

（２） 承諾書送付方法  メールまたはFAXにてご返送願います。 

・Mail rflj.niigata@kanekopcs.com（ご入力後、このファイルを添付してください） 

・FAX 025-243-741 （ご入力後、この用紙1枚を送信してください。） 


