
がん患者支援チャリティーイベントがん患者支援チャリティーイベント

■主催　公益財団法人日本対がん協会／リレー・フォー・ライフ・ジャパンさいたま実行委員会　■特別後援　アメリカ対がん協会　
■後援　厚生労働省／埼玉県／さいたま市／白岡市／埼玉県教育委員会／さいたま市教育委員会／埼玉県医師会／浦和医師会／埼玉県歯科医師会／埼玉県薬剤師会／
　　　　埼玉県立がんセンター／埼玉県看護協会／日本赤十字社埼玉県支部／埼玉県市長会／埼玉県町村長会／埼玉県健康づくり事業団／埼玉県栄養士会／埼玉県歯科衛生士会／
　　　　埼玉県歯科技工士会／埼玉県臨床検査技師会／埼玉県社会福祉協議会／全国保健師長会埼玉支部／さいたま商工会議所／読売新聞さいたま支局／朝日新聞さいたま総局／
　　　　毎日新聞さいたま支局／産経新聞さいたま総局／東京新聞さいたま支局／埼玉新聞社／テレビ埼玉／九里学園　浦和大学／さいたま市クリーンセンター大崎

さいたま市・農業者トレーニングセンター「緑の広場」
9月 9日 土 12:00 9月10日 12:00日

迷わせない・困らせない・ひとりにさせない

リレー･フォー･ライフ･ジャパン

2017 さいたま         

リレー･フォー･ライフ･ジャパン

2017 さいたま         9th

絵：針谷 拓琉 さん（小６）

Celebrate・Remember・Fight Back

ご協力いただいた主な法人、個人

リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2017 さいたまは
多くの皆様にご支援いただきました。

特 別 協 賛

協 賛

Special Thanks
【個人寄付】新井義文／芳賀とし／吉崎ひろみ／高田茂／篠原義典／新城均／沼尻邦彦／太田和悦子／柏浦惠子／石崎浩一／前川信一
【物品提供、貸与】浦和大学／シンテクノ／東急建設／日本トリム／埼玉県立中央高等技術専門校／埼玉県健康づくり事業団／埼玉県看護協会
【救護協力】東浦和内科外科クリニック 水谷剛医師／新都心小林クリニック 小林利成医師／埼玉県立がんセンター 茂木康一医師／下永吉麻里／鶴谷朋子／
               さいたま市立病院／救護さくら草
【場所提供】さいたま市農業者トレーニングセンター／さいたま市大崎クリーンセンター／さいたま市見沼ヘルシーランド／さいたま市水道局／さいたま赤十字病院／　
　　　　　さいたま市市民活動サポートセンター／嶋田梨園
【  協  力  】上尾中央看護専門学校／浦和大学／日本薬科大学／東急建設／埼玉県立がんセンター／バリューブックス／JAIFAソニー埼玉・ソニー生命ボランティア有志の会／
　　　　　　大栄企業／坪山健一(つぼけん)／沼尻美智子／高橋光男／田辺茜／根岸達夫　（以上敬称略・順不同）
【実行委員】秋山桜子／荒井義文／石岡博之／石崎浩一／石島みさ／太田和悦子／柏浦惠子／岸田英敏／新城均／高橋良子／多田三男／玉岡積子／中台純／
               西山こういち／西山さちよ／沼尻邦彦／芳賀敬二／長谷川豊／日暮弓美／前川信一／宮崎京子／茂木浩一／矢野知彦／横田治重／吉岡マサ子／
               渡辺聡一郎　（五十音順・敬称略）

注意事項
○会場内のお荷物の管理は自己責任でお願いします。 ○会場内は全面禁煙です。 ○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。

アイリングサ・ポート

緑区明るい社会づくりの会 美容室 円



　　リレー・フォー・ライフ・ジャパン20 17 さいたま 9thの開催にあたり、大会会長として一言ご挨拶申し上
げます。
リレー・フォー・ライフは1985年ワシントン州で一人のアメリカ人医師が、「がん患者は24時間、がんと向き
合っている」と言う想いを共有して、トラツクを24時間走り続け寄付を集め、がん患者支援に役立てました。
その活動がいまや世界27力国、約6000力所で開催され、毎年世界中で400万人を超える人たちが参加
するチャリテイーイベントとなりました。日本国内では昨年全国49地区で開かれ年々活動地区が増え続け
ています。
　私も、このチャリテイーイベントには第一回目から参加しており、一人でも多くの方ががんについて考え、
検診を受けることができるよう、がん征圧の運動を支援してきました。
　さいたま市では、平成28年3月「さいたま市がん対策推進計画」を策定しました。これにより市民一人ひ
とりががんについて理解を深め、がんの予防や早期発見に努め、そしてがんになっても「自分らしさと尊厳」
を持って住み慣れた地域で生活出来るよう、市民、事業者、保健医療関係者、市が一体となってがん対策に
取り組んでおります。
　来年はさいたま市での開催も10周年を迎えます。このイベントが着実に根付いてきており大会会長とし
て大変喜ばしく思っております。

リレー・フォー・ライフ・ジャパン２０１7さいたま　

大会会長
 さいたま市長    清水 勇人

ご 挨 拶

リレー・フォー・ライフジャパン２０１7さいたま

実行委員長
新城 均

　今年もまた、ここ農業者トレーニングセンター「緑の広場」で「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2017さいた
ま」を開催できることとなりました。
　開催に当たりましては、関係者各位に多大なるご理解・ご協力とご支援をいただきましたことを心より感謝
を申し上げます。
　今年は9回目の開催となりますが、さいたまでのリレー・フォー・ライフは　「迷わせない・困らせない・ひとり
にさせない」を開催当初からスローガンに掲げて実施して参りました。今年のリレー・フォー・ライフもこのス
ローガンを目標に、がん患者とその家族が勇気と希望に満ちたあしたを迎えることができるよう、がんと闘う
人々に寄り添ったリレー・フォー・ライフを実施してまいります。
　また地域の方々からもリレー・フォー・ライフについて、広くご理解をいただけるよう地域との連携に努め、
がんに負けない社会つくりの輪を広げて参りたいと考えております。
　暑い夏が終わろうとしている 9月の「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2017さいたま」の開催ですが、まだま
だ暑い日が続いている中での 24時間連続した長時間のイベントです。皆様方には健康に十分ご留意いただ
き、素晴らしいあしたの朝を農業者トレーニングセンター「緑の広場」で、参加された皆様と一緒に迎えられる
ことを願っています。

リレー・フォー・ライフとは

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。１年を通じて取り組むチャリティ活動です。
1985年、一人の医師がトラックを24時間走り続け、アメリカ対がん協会への寄付を募りました。 「がん患者は24時間、がんと向き合っている」
という想いを共有し支援するためでした。ともに歩き、語らうことで生きる勇気と希望を生み出したいというこの活動を代表するイベントは、
2015年は世界25カ国、約6000ヵ所で開催され、年間寄付は470億円にのぼります。 2016年、日本では49ヶ所に広がります。

RELAY FOR LIFE

リレー・フォー・ライフの使命と ３つのテーマ

祝うCelebrate がんの告知を乗り越え、今を生きているサバイバーや家族などの
支援者を讃え、祝福します。

しのぶRemember がんで亡くなった愛する人をしのび追悼します。
また病の痛みや悲しみと向き合っている人たちを敬います。

立ち向かうFight Back がんの予防や検診を啓発し、征圧のための寄付を募り、
がんに負けない社会をつくります。

SaveLives
（セーブライブズ）

リレーウォーク・サバイバーズウォーク

ステージ 啓発活動

参加者は有志チームを組み、サバイバー（がん患者・経験者）たちと共に
グランドを24時間交代で歩き続けます。皆が共に歩くことで、がんに向き
合う勇気や生きる感動を共有します。

歩いている人達を楽し
ませるために、あるい
は休憩中に参加できる
ように、音楽の演奏や
サバイバーのトークな
どが行われます。

がんの早期発見・治療、健
康に関する情報などを楽
しく学べる催しがあり、命
の大切さを伝えます。

What’
s 

What’
s リレー・フォー・ライフリレー・フォー・ライフ

リレー・フォー・ライフの寄付は
このように使われます

日本人の3人に1人が、がんで亡くなる時代

が
ん
患
者
支
援

リレーイベント
リレー・フォー・ライフ活動の締めくくりとして、
2日間のイベントを開催します。

がんの悩み相談
看護師・社会福祉士・医師による、電話または
面談相談を無料で実施しています。

が
ん
征
圧

プロジェクト未来
がんの新しい治療法や新薬開発に向けた
研究助成を寄付金で支えています。

若手医師育成
がんを深く学びたい若手医師が、海外の専門施設で
研修するための費用の一部を寄付金で支えています。

がん検診率アップ
すべてのがんを対象にがん検診の受診啓蒙
活動を実施しています。

¥

リレー・フォー・ライフで寄せられた寄付金は、
公益財団法人日本対がん協会を通じて支援に充てられます。

P2 P3



TIM
E   TABLE

なぜリレー・フォー・ライフでは24時間トラックを歩き続けるのでしょうか。
がんと闘っている人は、夜になると「このまま明日の朝を迎えられないかも・・・」そのような気持ちになります。

リレー・フォー・ライフでは「ひとりにしない」という気持ちを共有し行動します。
24時間誰かが歩き続けることは、24時間眠らないがん細胞に対する挑戦なのです。
メインステージでは多彩なアーティストによる歌やパフォーマンス、また今回からすぐ役立つ啓発セミナーを
2日間にわたって繰り広げます。ご期待ください。

※タイム・テーブルは当日、天候や諸事情により変更する場合があります。リレー・フォー・ライフは雨天決行です。

9
9
土

さいたま市・農業者トレーニングセンター「緑の広場」

ステージ 啓　発 9
10

11:00 開場

11:30 準備体操 　埼玉県エアロビック連盟 三枝さん

11:45
・さいたま市長　清水 勇人 様　　　　　　　　　　　　
・緑区自治会連合会会長 鈴木 甫 様　　　　　　　
・日本対がん協会　常務理事 坂野 康郎 様　　
■特別表彰式

■開会式

12:00 ■開会宣言　実行委員長　新城 圴　　　　　　　 　
■サバイバーズウォーク　　　　　　　　　　　　  　　　
　号令　サバイバー代表 玉岡 積子さん　　　　　　　　
■一斉ウォーク　演奏：さいたま市消防音楽隊

13:30 サンタルチア加藤「昭和歌謡」

18:30 会場トラック内大きな木の下「Remember tree」にて
■エンプティテーブル　　　　　　　　　　　　　　　　　　
～ルミナリエセレモニー～　　　　　　　　　　　　　　　
・朗読　髙橋 良子　
・歌　田辺 茜

19:30 P o p  H o p p e r s  &  B i L L - B O S E
「ショークワイヤー」

21:00 初日プログラム終了

ステージ

8:00 ■襷（たすき）返還式
（夜間襷をつないでくれた皆さんからチームへ）
■ラジオ体操　・一歩会　佐野さん

10:00 浦和大学「エイサー」

11:00 池谷直子「歌謡ショー」

11:30 グッドサポーター賞・チーム賞表彰式
しらこばと音楽団「サックスアンサンブル」
■サバイバーズウォーク
■ラストウォーク

12:00 閉会式
■全員合唱「Believe（ビリーブ）」
■閉会宣言　・副実行委員長　横田 治重
写真撮影

全員で片付け

農業者トレーニング
センター2F大会議室
農業者トレーニング
センター2F大会議室

9:00 ＳＡＣＨＩ「歌」

Ｍｅｄｉｃｈｉｎｅ「歌＆ギター」9:30

日

14:00 埼玉県エアロビック連盟

14:30 埼玉県立がんセンター「合唱」

三室空手「演武」17:00

16:00 「出張がんノート　
～がん経験者の情報を今、闘病中のあなたへ～」
がんノート×埼玉県立がんセンター　コラボ企画
・医療者あるある
・患者になってわかったこと
・医療者の社会復帰
・埼玉県立がんセンターのとりくみについて
岸田  徹  氏　     N P O法人がんノート　 代表理事  
横田  治重  先生   埼玉県立がんセンター  副院長
栃内千尋さん     埼玉県立がんセンター  看護師

10:30 ＳＤＨ（埼玉県歯科衛生士会）「口腔体操」

13:00 エミ 希望のステージ「歌」

15:00 一歩会「踊り」

13:30～14:15
 「がんの予防と検診について
話そう」
坂本  裕彦先生
埼玉県立がんセンター  病院長

15:00～15:45
 「（AYA世代）のがんって
どんな病気？」
川村  眞智子  先生  
埼玉県立がんセンター  血液内科医長

 「長期入院する高校生への
学習支援」
涌井  剛  先生
埼玉県立けやき特別支援学校
特別支援教育コーディネーター

17:00～18:00 
「病いとともに生きるということ」　　　
原  敬  先生
さいたま赤十字病院  
緩和ケア診療科  部長

迷わせない・困らせない・ひとりにさせない

グリーンフィンガーズと
いきいきアート＆ミュージック

17:30

つぼけん（Tsubo-ken)「サックス演奏」18:00

20:00 Ｖａｒｉｅ「演奏」

20:30 ■襷（たすき）委託式
（夜間襷をつないでくれる皆さんへ
襷を託します）
ボランティア浦和大学学生の皆さま

サバイバーズテント・なごみサロン

サバイバーの方やそのご家族
同士で、ご自身の体験や普段周
囲になかなか話せない思いを
話してみませんか？
ぜひお立ち寄りください。

なごみサロン
（コアタイム）

14:00
     ~
15:00

なごみサロン
（コアタイム）

17:00
     ~
18:00

常時

常時

常時

啓　発 サバイバーズテント・なごみサロン

サバイバーの方やそのご家族
同士で、ご自身の体験や普段周
囲になかなか話せない思いを
話してみませんか？
ぜひお立ち寄りください。

常時

9:00～10:00
「サバイバーの仕事とお金の悩み」
～知っておきたい就労支援と制度のこと～　
近藤  明美  先生
近藤社会保険労務士事務所  代表

10:00～11:00
「乳がんの予防について」　　　
武井  寛幸  先生
日本医科大学付属病院  乳腺科  部長

大切な人を偲ぶ場所
「Remember tree」

リメンバーツリー ▶
毎
月
開
催
し
て
い
ま
す
▶

この樹の下で
ひとり静かに
大切なあの人と
共に語らい共に過ごすひと時を
ご家族や仲間でテーブルを囲ん
で写真撮影などこちらの大切な
人をしのぶ場で思い思いお過ご
しください。
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リレー・フォー・ライフ・ジャパンさいたま
オリジナルTシャツ

サイズ：S/M　１枚￥1,500

FRONT

BACK

カピパラのおやこがプリントされているよ！

２０１５年発売以来　好評　
リレー・フォー・ライフ・ジャパンさいたまオリジナル Tシャツ
リレー・フォー・ライフ・ジャパンさいたま会場のとなりの動物園にいる可愛くて、
癒しのカピバラがモチーフ

リレー･フォー･ライフ･ジャパン

2017 さいたま         

リレー･フォー･ライフ･ジャパン

2017 さいたま         9th

チャリティグッズ販売
リレー・フォー・ライフ・ジャパンオフィシャルグッズ、
リレー・フォー・ライフ・ジャパンさいたまオリジナルグッズをご用意しています。

HOPE を共有　
気軽に身につけられる

リストバンド

１個￥300

FRONT
BACK

オリジナルクリアファイル

１枚￥100

ルミナリエは、リレー・フォー・ライフの象徴的なセレモニーのひとつです。
がんで亡くなった方を偲び、がんと闘っている方たちへ思いを伝えます。
キャンドルに明かりが灯ると会場は、勇気と希望の光で包まれます。
ぜひ、あなたのオリジナル・ルミナリエを会場の光のひとつに～

１枚￥500

ルミナリエルミナリエ

参加チーム一覧

新発売！！

ボランティアグループ一歩会

Ｌｉｎｋｅｒｓ 絆の力で歩き切ります。より近く、より深く、まっすぐに

埼玉県内のがん哲学外来・まちなかメディカルカフェ
埼玉県内で活動している「がん哲学外来・メディカルカフェ」のチームです。県内では現在、春日部、新座志木、さいたま新都心、川越、大宮、越谷、川口で開催され、
合計10カ所で「がんであっても尊厳を持って人生を生き切ることのできる社会の実現」を目指し、患者、家族、市民、医療者など誰でもが、垣根を越えて対話できる場
を開いています。一緒にお茶を飲みながら、「がん哲学」しませんか？

チーム　樽前（樽前会関東支部） 北海道にある「国立苫小牧高専」の同窓会「樽前会」の関東支部で結成した「チーム樽前」です。故郷のシンボルであ
る活火山「樽前山（たるまえさん）」を冠としたチームで、道産子のメンバーが「RFLさいたま」4年目の参加です。

埼玉県立がんセンター　
がんセンターは、がんで苦しむことのない世界を目指しがん医療の発展に貢献することを基本理念としています。今年は、がんセンターテント内で、看護師による美
容についてのアドバイス（アピアランスケア）を行います。がんの治療による皮膚や爪、髪のダメージについてのケア方法などについてご紹介いたします。また、薬剤
師によるお薬相談を行います。是非いらしてください。

明徳会　 明徳会はＲＦＬＪを応援します。「心．技．体」　縁を大切に子供達の笑顔でＲＦＬＪを盛り上げます。

三室空手道場 私たちは公益社団法人日本空手協会に所属し、毎週月曜日、三室公民館で空手の稽古をしているグループです。沼尻先生を中心に先生3名の指導の元、白帯は色
帯、色帯は黒帯を目指し、稽古に励んでいます。空手道で心、ﾘﾚｰﾌｫｰﾗｲﾌで心、身心ともに成長できればと思い参加しています。

がんでもいいじゃん♪ SNSのmixiコミュニティ「がんでもいいじゃん♪」から2006年チーム誕生。どなたでも飛び入り参加できます♪一緒にこのひと時を過ごしませんか？黄色いフラッグ
を持って歩く、テントの中で思いを語り合う、胸の中のあの人を偲ぶ、ホッとゆっくりする。参加の形は思いのままです。気軽に声かけてくださいね。「一年後のあなた
へ～手紙コーナー～」光るグッズ販売もやってます♪

チームP.Sりぼん 私達は乳がんサバイバー六人組。ハンドメイド雑貨を販売します。

埼玉県エアロビック連盟 　　　　　　　ﾌｨｯﾄﾈｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰとして埼玉県を中心に指導を行い30年、2009年に乳がんに罹患し、治療中にリレーフォーライフさいたまと出会い、以来、毎年参加していただいて
います。昨年からはﾋﾟｱサポーター活動を開始、また、がん体験者のためのエアロビック教室も実施されています。

埼玉県立循環器・呼吸器病センター 平成29年度3月　県北初の緩和ケア病棟がオープンしました。

ＪＡＩＦＡ　埼玉県協会 　　　　　　　私たちは、埼玉県内で生命保険、損害保険を販売する仲間たちです。会社を超えての交流、勉強会などお客様に役に立つ事を目的に日々学び、ボランティア活動な
ども力を入れております。日頃よりサバイバーさんとの係りも多く、がん啓蒙活動に協力して行きたいと思います。

Ｔeam ＳＡＭＴ ４４ 皆さんこんにちは。私たち「ＴＥＡＭ　ＳＡＭＴ　４４」は埼玉県内の病院や検査センターなどに勤務する臨床検査技師が所属する埼玉臨床検査技師会のチー
ムです。がん患者さんのそばに寄り添って検査ができる検査技師を目指して歩きます。よろしくお願いします。

（一社）埼玉県歯科技工士会 「とまり木の会」から引き継ぐかたちで参加させて頂いております。

峠の釡めし本舗おぎのや 横川駅の名物駅弁でおなじみのおぎのやです。今年で３年目の参加に際して、お弁当類の販売からのご寄付にのみ
ならず、チーム参加として出来ることを広げてまいりたいと思っています。

特定非営利活動法人 真癒士協会 夢中になってものを作っていると人は自然に楽しくなり癒されます。くるくる風車・可愛い猫のお手玉、・小さなランドセル　・傘　・カギの女の子　・ペットボトル
ケース　・おしゃれなブローチ　・布を使った手作り品（コースター等）の小物作品でがん患者やその家族が笑顔でいっぱいになるよう支援いたします。NPO法人し
んゆし協会チームはリレー・フォー・ライフの活動を応援します。

Ｄｒ．サトリとなかまたち 様々なジャンルの仲間を集めて楽しい企画を考えていきたいです。

中華　じょうじょう 　　　　　　　

埼玉県立小児医療センター＆けやき特別支援学校 　　　　　　　
埼玉県立小児医療センターの中で小児がんのお子さんに関わる多職種が集まったチームです。当センターは全国１５の小児がん拠点病院に指定されており、多く
の小児がんの患者さんを治療しています。けやき特別支援学校の先生方とも一緒に、お子さんのよりよい療養環境や、生活、成長を目指し、日々、奮闘しています。
小児がんのお子さんやご家族が安心して暮らせる社会を目指し、今回、参加させていただきます！

テルミー イトオテルミー温熱療法で心と身体にぬくもりを与えます。テルミーのぬくもりを感じてみませんか？

チーム中外 治療に対して希望を持てるような環境作りの貢献を目指しています

（チーム　テルミー） 　　　　　　　

クッキープロジェクト/おかし屋マーブル 障がい者の手作りクッキーとパンを販売します。

バリエ 定期的に上尾の２つのカフェでフォークソングを歌っています。

池谷 直子 「１０万人に一人」の平滑筋肉腫を経験され、歌手女優モデルとしても活動しています。テレビ埼玉・栃木テレビ「ロイ白川のこころの演歌」にレギュラー出演されて
います。がん患者のみなさん、私と一緒にがんと闘いましょう。

東急建設 私たち東急建設は初回から９年連続の参加となります。今年も皆様とリレーウォークへのチャレンジやイベントで楽しい時間を一緒に過ごさせていただき、『リ
レー・フォー・ライフ・ジャパン2017さいたま』の成功のため、お手伝いさせていただきたいと思います。

青い鳥 幸せを呼ぶ　青い鳥チームです。今回はフリーマーケットを開店します。お気に入りをゲットしてください。

公益社団法人　埼玉県歯科衛生士会

私達たち埼玉県歯科衛生会は県内に９支部に分かれ活動を行っています。活動内容は各市町村の健診事業・相談事業・啓発事業等を
行っています。また主体事業、研修会等も行っている団体です。会員の年齢は様々です。指導内容や問題点などを協力して取り組んでい
ます。今年は「ウエスタ川越」で１２月３日(日）午後１時半より落語と講演会を行いますので大いに笑ってストレスを発散してください。
是非参加をお待ちしております。９月１０日（日）に１０：００より１０：３０　埼玉県歯科衛生士会ブースにて
口腔がん検診についての講演を行います。講師は明海大学病院　総合臨床歯科学分野教授　鈴木 正二 先生です。

認定NPO法人 希望の会 スキルス胃がん患者家族会 希望の会は日本初のｽｷﾙｽ胃がん患者家族会です。情報発信、患者家族の交流、治療や研究へのｱﾄﾞﾎﾞｶｼ（ー政策提言）活動も行っております。「一緒に歩む仲間がい
て、希望の光が見えた。この会があなたの光になりますように」今年は西の福岡、東のさいたまで繋ぎます

カイロプラティクス　ステラ カイロプラティクス　ステラでは、骨盤矯正をはじめ、腰痛、肩こりのケアをさせて頂きます。

さいたま市保健福祉局 さいたま市保健福祉局です。チーム全員で力を合わせて歩きます。

さいたま市議会議員有志チーム 　　　　　　　

Sunflower 　　　　　　

埼玉県がん相談支援センター 埼玉県内の拠点病院に設置されているがん相談支援センターのブースです。がん相談支援センターでは、日頃から、がん患者さんやご家族、地域の方々のがんに
関する様々な相談に応じています。当日は、がん相談やがんに関するパンフレットの閲覧の他、リフレクソロジーやフェイスイベント等のイベントも開催します。どな
たでもご利用できますので、お気軽にお立ち寄りください。

ホープス・カム・トゥルー 　　　　　　　ソニー生命の社員と家族で参加するチームです。第1回から毎年参加させていただいております。ボランティアとしての参加も含め総勢約80名のチームです。今年は
9日の昼にイタリアンシェフが作るパスタとハンバーガーを販売いたします。ぜひお越しください。

ドーン・パープル 　　　　　　　

リンパレッツ リンパ浮腫の治療には、適切な弾性スリープ・ストッキングの着用が大切、　ところが、弾性着衣については情報が少なく、試着もできませんでした。リンパレッツで
は、各種サンプルを取り揃え試着を可能にしました。是非、いろいろな製品を試して、自分にあったものを見つけてください。また、お休みのときの弱圧の包帯、スキン
ケアに欠かせない保湿ローション、完全無縫製でお肌に優しいインナーなどもご用意しました。

緑区明るい社会づくりの会 　　　　　　　

救護さくら草 　　　　　　　

上尾中央看護専門学校 　　　　　　　

浦和大学 　　　　　　　

グリーンフィンガーズﾞと いきいきアート＆ミュージック 　　　　　　　
「いきいきアートミュージックとグリーンフィンガーズ」のみなさんは今回初めて参加されたました。ボランティアでさいたま市内を中心にアートと音楽のイベントを
開催しているいきいきアート＆ミュージックと障害福祉サービス事業所「グリーンフィンガーズ」の利用者、そしてそのアンテナショップでボランティア活動を行う仲間
のグループです。みなさんよろしくお願いします。

チーム　緑太郎 さいたま市緑区役所の「チーム緑太郎」です。チーム全員で力を合わせて歩きます。

さいたま赤十字病院 　　　　　　　

Ｍｅｄｉｃｉｎｅ 我々はフォークソングを愛するギターデュオの医療従事者兄弟です。　　　　　　　

Pop Hoppers & BiLL-BOSE Pop Hoppers & BiLL-BOSE は≪大人のボーカル倶楽部≫プ'ロデュース「踊って歌う大人のエンターテイメント・ユニット」です。'60～'70年代の洋楽＆J-Popを、オリ
ジナルアレンジによるコーラス魅せるステージングでお届けしています。個性豊かなメンバーたちの大人の魅力は観る人の心を捉えて離しません。平均年齢 Over 
60！夢は必ず叶うをモットーに、応援してくださる皆様に元気とハッピーをと溶け続けます！

はなまるデイサービス武蔵浦和withさいたま総合グループ 　　　　　　　

リレー･フォー･ライフ2017さいたま実行委員会 　　　　　　　

樹栄 　　　　　　　

NPO法人 がんノート 　　　　　　　

上尾で会社を経営している中でRFLとの出会いがあり昨年まで実行委員をしていました。今年はこのRFLに少しでも多くの仲間を増やせればと声掛けした仲間の
チームリーダーとして参加します。一日目は主に「がんノート」さんのサポートをしながら、テントでは未来を担う子供さん達に楽しんでもらえるような、おもちゃ販売
を考えています。来てくださいね～

マニュライフ生命保険株式会社 　　　　　　　

一歩会は、毎朝ラジオ体操を10年前2人から始めて、今では80名前後集まっています。そして火・木・土はラジオ体操が終わってから、踊り
の練習をされています。オリジナル振り付けを入れて、11曲に増えました。第一日曜日は、ラジオ体操が終わった後ゴミ拾いをされていま
す。一歩会は、それぞれ持っておられる特技を発揮していただきたく、老人介護施設等に慰問に行ったり、絵本や紙芝居作り、折り紙・生
け花・手芸教室、日本の伝統文化の講座を開くなどの活動をされているグループです。月に一回発行する一歩会通信は、145号となりまし
た。今夜８時４５分からはギターや横笛の演奏・オリジナル紙芝居をブースで行いますので、そちらもお楽しみください。
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