


想いが集まると、未来が変わる
「リレ ー・ フォ ー・ ライフ」は、がん患者とそのご家族を支援し、

地域全体でがんと向き合って 「がん征圧」を目指す、1年を通じて取り組むチャリティ活動です。
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0南部郷厚生病院
緩和ケア病棟のご案内と写真展示。ちびっこコ ーナーやしおりの
販売での収益寄付

0日本キャリア開発協会・新潟産業保健総合支援センター

がん治療と仕車の両立支援に関する総合窓口のご案内
0関栄ニット有限会社

抗がん治療者用ニット帽子の展示販売
8 Pink Ribbon Bear Xひだまり

ピンクリポンペアと名付けたクマのポンポンを使った雑貨やプリン
ト製品、マカ ロンケース、根付、レ ースのコ ースタ ー など、サパイ
バーによる作品販売

0新潟医療福祉大学理学療法学科
体力測定、筋力、筋肉三、バランステスト

®看護系大学タスクフォース
血圧測定、健康診断

0日本歯科大
口腔がん無料検診、展示、資料配布など

® チーム ・ タケダ
リレーフォーライフに参加されている方に、当社栄薬ドリンク「アリ
ナミン」等の配布を行い、サポ ートしたいと思います。

0 Team Dental Oncology 
安心してがん治療を受け治療後の生活を快適に過ごしていただ
くための、口に関する副作用とその対策についての展示と説明

. シンワ歯研
がんや病気等でお体の一部を失ってしまった方へ、シリコンで製
作された人工ボディの紹介

〇パワースポットねこ神社
® はあとふる鍼灸治療院XBML

夕方から夜間の鍼灸マッサージ

一
■ NPO法人アロマ ・ リンク ・ ステーション

ァロマハンド＆フットマッサージ、アロマクラフトづくり
■ ヵィロプラクティック新潟グルー プ

骨盤調整、姿勢チェックや改善のアドパイ スなど
■ 居宅介護支援事業所きずな（株式会社ラ ・ポール）

介護の相談、退院後の福祉制度の相談
■ 新潟県緩和ケア推進協議会

ポスター展示、がんカフェ
■ 新潟大学坂井研究室・新潟がん看護研究会

がんカフェの運営

一
@ NPO法人 骨髄バンク命のアサガオにいがた

手作り品、遊休品の販売、ドナー登録説明会

-
® 　　　　　　 　
® かなで食堂／惣右衛門
® 製麺工房ドリ ーム本店

（愛宕福祉会就労センタードリ ームネクスト）
® にいがたニモ（越後のしょうゆたい焼き）
® マー メ イドカフェ
® 新潟グランドホテル

イベントスケジュール
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Jewel <ジュエル）①

開会式
サバイバーズ開会宣言
サバイバーズラップ
ケアギバーズラップ
リレーウォークスタート

フラ・ イリマ＆ウクレレ·レアレア

【サバイバー ズトーク】
早川史哉氏（ アルビレックス 新潟）
伊勢みずほ

花柳幸結耶

― 
水上

ステ ー ジ

列柱廊

水上ステ ー ジ

【サバイバー ズトーク】
金山継志
五十嵐紀子

列柱廊
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Kaoriバトンスクール

ホスピタルクラウン

渡辺百枝

エンプテイテー ブル
※雨天時は列柱廊内にて

HAL-meets Gospel Choir 
（ハル ・ミーツ ・ ゴ スペルクワイア）
伊勢みずほ
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ラジオ体操

骨ナビ体操

Ad una stella (アドゥンナステラ）

水上

ステ ー ジ

— 

水上

ステ ー ジ

【サバイバー ズトーク】
今井洋介（新潟県立がんセンタ一 新潟病院）
田村和子

列柱廊

Jewel (ジュエル）②

閉会式
ファイナルラップ
結果報告
記念撮影

水上

ステ ー ジ

I 出演者プロフィ ール I 
Jewel ジュエル（キッズダンスパフォ ー マンス）
新潟市を中心に 活動しています。小さな 子どもから大人まで、HIP HOP、

JAZZなど日々レ ッスンしています。私たちのダンスが見て］頁＜皆様に 元
気や勇気を 少し でも分け与えられるように 精 一 杯踊りますので応援して
下さい。

渡辺百枝（篠笛）
幼少期より地元の祭りを見て育ち9歳で郷土芸能「新潟万代太鼓」で篠
笛を始める。オリジナル 楽曲「ポタミアンノ」がテレビCMで採用されるなど、
新潟県内外をはじ め中国、韓国、ア メリカでも活躍中。どこか懐かしさ溢れ

る 音の、強くまっすぐな想いをどうぞ楽しんでお聞き下さい。

フラ ・ イリマ＆ウクレレ ・ レアレア（フラダンス＆ウクレレ）
今年初めて参加します。「 あけぼの会 」 新潟支部長の内藤桂子さんがフラ ・

イリマのメンバ ー です。 イリマ とはハワ イの王族が 愛し、 身に付けたオレン
ジの花です。この花はオアフ島のシンポルフラワ ー となっています。レ アレ
ア とは喜び• 楽しみ ・ 愉快な、 と言う意味のハワイ語です。 私たちの踊
りで少しでも癒しを届けられれば婚しい です。

はる（骨ナビ体操）
「生き方はつらつ＆身体はつらつ天才ヨ ー ガインスト ラクタ ー 」として活動し

ています。今回 行う 「骨ナビ 体操」は簡単な動きです。一 晩歩いた皆様、朝
早く 会場にお 越しになった皆様のエネルギ ーが ア ップする様に海かせて頂
きますので、楽しんで身体を動かしてみませんか。

花柳幸結耶（日本舞踊）
花柳流日本舞踊師範。新 潟市、長岡市に日本舞踊教室を持ち 、カル
チャ ー センタ ーの講師も勤めています。広く日本舞踊の良さを知ってもらい
たい と思い日々 活動しています。今回の演目は「推薦丹前」と言う曲です。
RFLに関わる全ての皆様を応援する気持ちを載せて踊りますので、どうぞ
楽しみにして下さい。

Ad una stella アドウンナステラ（合唱）

アドゥンナステラは 新潟市東区に あるスタジオ・ブリリアント ・ ヴォイス と言う
ヴォイススクー ルの生徒で結成されたヴォーカルユニット です。発表会や施
設の訪問などを通じて、音 楽文化の浸透や地域社会の貢献を目的として
活動し16年が経ちました。今年もRFLに関わる皆様に爽やかで元気の出
る歌声をお届けします。

Kaoriバトンスクール（バトントワ ー リング）
私達のスクールは 新潟市東区、江南区、西区などで活動しているバトンスクー

ルです。全国大会出場選手も多く輩出し、先月アメリカで行われた世界大会
で優勝した選手も在籍中です。 今日はバトンを始めたばかりの可愛いちびっこ
から高い技術を持つお姉さんトワラーまで華やかなバトントワーリングの魅力が
伝わる様精一杯披露します。

HAL-meets Gospel Choir 

ハル ・ ミー ツ ・ ゴスベルクワイア（ゴスペル）
ゴスペルを通して出 会った 私達。コンダクター片桐晴海のもと 新潟県内各地で

普段は別々に練習しています。イベント毎に、県内各地からメンバ ーが集結して
歌います。ゴスペルは、愛するこ と、あきらめず前を向いて生きるこ とを後押しして
くれます。聴いた後には元気が湧いてくるはずそんな幸せが届けられたらと思い
ます。

ホスピタルクラウン
赤い鼻を付けたクラウン（ピ エロ）が入院中の子ども達に笑顔を届ける活動
をしています。 新潟で活動している「ピカ」 と「ねんじ」 です。この二人がお
贈りするマジック、ジャグリング、バル ーンを使ったハチャ メチャ ・ バタバタのク
ラウンショ ーをお 楽しみ ください！

コカ・コーラボトラーズジャパン




