
●主催：リレー･フォー･ライフ･ジャパン神戸実行委員会、 (公財)日本対がん協会

●共催：ひょうごがん患者連絡会

●後援：厚生労働省、 兵庫県、 神戸市、 兵庫県医師会、 神戸市医師会、

(公財)兵庫県健康財団、 (生協)コープこうべ、 (公社)兵庫県看護協会、

兵庫県赤十字血液センター、 (一社)神戸観光局、 NHK神戸放送局、

サンテレビジョン、 ラジオ関西、 神戸新聞社、 神戸経済新聞社（順不同）

特別協賛

協賛

協力

お願いしたいこと
★会場内は禁煙です。禁煙にご協力をお願いします。

★会場に来られましたら受付をして頂きますようお願いします。

★車で来られた方は会場の東隣にある有料駐車場への駐車をお願いします。

★開会式前の13:50になりましたらステージ前にお集まり下さい。

★がんサバイバー(がん経験者)はこの会場では主役です。紫のバンダナはがんサバイバーだけがご着用頂けます。

★サバイバーズウォークでは、がんサバイバーだけがトラックを反時計周りに半周します。この日を迎えられたことを祝福

するため盛大な拍手をお送り頂けますようお願いします。

★サバイバーズウォークに引き続いて一斉ウォークがスタートします。無理のない範囲でウォークをお楽しみ下さい。

★熱中症予防のため、こまめな水分補給をお願いします。喉が渇く前に少量の水分をこまめに摂るのが効果的です。

★リレーウォークとキャンドルランにご参加の皆様は、エイドステーションで水分補給等を受けられます。

★熱中症など、体調に異変が生じた場合は早めにスタッフ用ウェアを着用した会場スタッフに連絡して下さい。

★警報・注意報の発令など、危険と判断される場合は、一時中断や中止をする場合がございます。

★トラック内周に置かれたルミナリエバッグ(紙灯籠)には様々な想いが描かれています。是非ご覧下さい。

★テントを設営される方は突風などでテントが飛ばないようペグ等で十分な固定をお願いします。

その際コース内側2m以内にペグ等を設置しないようお願いします。ルミナリエバッグを見ながら歩くコースになります。

★キャンドルライトセレモニー(ルミナリエセレモニー)の時間帯はリレーウォークの方も様々な作業をされている方も一時

中断してステージ前にご集合をお願いします。

★会場内では、実行委員会記録班や新聞・テレビ等マスメディアが、静止画・動画で記録を行い一部を

公開します。ヒゲマーク付きのマスクを受付で無料配布していますので宜しければご利用下さい。

★閉会式後に集合写真を撮影しますので是非ご参加下さい。

★ゴミの分別にご協力をお願いします。

★会場の撤収・清掃活動にもご協力をお願いします。

★会場ステージの模様をYouTubeでライブ配信致します。是非ご覧下さい。 ⇒

★次回以降の参考にさせて頂くため、アンケートへのご協力をお願いします。

受付で回収しております。

神戸信用金庫、 (公財)兵庫県健康財団、白鶴(株)、(株)シィメス、日本イーライリリー(株)、刺繍.com、 (株)吉岡清掃

神戸ユニバーサル研究会、KEY WEST、ＹＳＤ/ＩＮＣ’、いたみてつどうもけいどうこうかい、兵庫県青年洋上大学同窓会

(株)スポーツエード、水都大阪ウルトラ実行委員会、オリバーソース(株)、神戸ファッション美術館

田丸一夫様（MBS毎日放送アナウンサー)、耕笑園てつや様、遠藤萌美様(フリーアナウンサー)、神戸・心絆(ここな)、

(NPO)阪神淡路大震災「1.17希望の灯り」、B.L.S救急神戸、学生トレーナーチーム(PDS) 、吉川建設(株)、

(NPO)さをりひろば、(一社)F-Link、虹工房((有)とみだ洋品店)、 (株)Sound Crew、上御影協力会、(有)ウッドホーム

(認定NPO)日本クリニクラウン協会、トヨタレンタリース兵庫(株)、(学)吉行学園神戸女子大学、

(学)玉田学園神戸常磐大学、神戸学院大学ボランティア活動支援室、神戸市立渦が森小学校

★フードブースに出店して頂いた皆様 ★募金箱を置いて頂いた皆様 ★ボランティアの皆様

★ブースビレッジに出店して頂いた皆様 ★リレー・フォー・ライフ・ジャパン各実行委員会の皆様

JAPAN CANCER SOCIETY 2019

RELAY FOR LIFE of KOBE

2019年6月8日(土)14時-9日(日)10時
みなとのもり公園(神戸震災復興記念公園)

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2019年度統一テーマ

Shake Hands ～つなごう命～愛と笑顔で

リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2019神戸

YouTube ライブ配信

響け神戸に ! がん患者支援の声と足音



★模型機関車は、8日(土)12時～17時くらいまで。（テント番号30番）

★子供向け木製ジャングルジム「くむんだー」は、8日(土)12時～17時くらいまで。

★謎解きラリー「みなとの森探偵団」は、 8日(土)12時半～16時まで。

先着200名。参加費無料。2人以上4人までのグループでご参加下さい。

（テント番号17番18番）

★「1.17希望の灯り」分灯式は17時から東遊園地で行います。見学はご自由。

★飲食テントの糀屋は8日(土) 12時～21時くらいまで。（テント番号41番）

★飲食テントのエドマンとマルマンは8日(土)12時～9日(日)朝まで。

（テント番号40番42番）

★日没後から深夜0時くらい迄、神戸大橋にリレー・フォー・ライフのテーマカラー

である紫色の光の柱が夜空に向かってライトアップされます。

インフォメーション

ご挨拶
本日、この会場にお集まりいただいた、がんサバイバー(がん経験者)とケアギバー・サポーターの皆様、多くのボランティアの皆様、

そして、このイベントの開催にご協力頂いた多くの関係者の皆様に､心より厚く感謝と御礼を申し上げます。

長時間のイベントではありますが、体調に気を付けながら楽しんでいただけるよう願っております。

リレー･フォー･ライフ･ジャパン神戸 実行委員長 相川尚子

ご寄付のお願い
リレー・フォー・ライフは、がん征圧・がん患者支援のためのチャリティイベントです。

会場内で販売しているものは全てチャリティに繋がります。 是非、チャリティにご協力をお願い致します。

お問い合わせは、受付、または info@rfl-kobe.org まで

みなとのもり公園 2019年6月8日14時～9日10時

会場図

開始時間 全体プログラム 時間 グループ名 開始時間 全体プログラム 時間 グループ名

12：00 00：50 ミュージックバトン⑯ 20分 懐メロユニット ON砲

14：00 開会式 01：15 ミュージックバトン⑰ 20分 Lennomac TK

14：10 ゆるキャラ紹介 10分 01：40 ミュージックバトン⑱ 20分 長居わーわーずB&G

14：20 02：05 ミュージックバトン⑲ 20分 じゅんてぴ

14：50 ミュージックバトン① 15分 MOTO 02：30 ミュージックバトン⑳ 20分 Duoscape

15：10 ミュージックバトン② 20分 チームココワグマ 02：45 キャンドルラン方向逆転

15：35 ミュージックバトン③ 15分 ローザ隊F 02：55 ミュージックバトン㉑ 40分 Live Q　　JAZZ NIGHT 

15：55 ミュージックバトン④ 20分 島袋サンデーズ 03：45 ミュージックバトン㉒ 20分 まっとん

16：20 ミュージックバトン⑤ 20分 The 59ers 04：10 ミュージックバトン㉓ 20分 コノハコトノハ

16：45 ミュージックバトン⑥ 20分 ST&S 04：35 ミュージックバトン㉔ 20分 歌種

17：10 ミュージックバトン⑦ 20分 ＹＯＨＥＩ 05：00 ミュージックバトン㉕ 20分 Team Toku

17：35 ミュージックバトン⑧ 15分 俊耀パパ 05：25 ミュージックバトン㉖ 20分 レッドブラザーズ

17：55 ミュージックバトン⑨ 15分 山崎育子 05：50 ミュージックバトン㉗ 20分 サンダンス

18：15 ミュージックバトン⑩ 20分 Kaz Tada 06：30 ラジオ体操

19：10 07：00 ミュージックバトン㉘ 20分 バンバンバンク隊

19：45 07：30 ミュージックバトン㉙ 20分 惠-Nicollu

20：00 08：00 ミュージックバトン㉚ 20分 優花

20：25 シンボルたすき引継ぎ式：シンボルタスキをランナーに託します 08：45 キャンドルラン　ゴール

20：45 キャンドルラン　スタート 08：55 ウォーク再スタート　（ランナーよりシンボルたすきの引継ぎ）

21：00 語らナイト　 60分 改發厚さん　/　寒竹ゆかさん 09：00 キッズダンス「DANCE MAGIC」

22：30 ミュージックバト⑪ 20分 粋華 09：20 ラスト（一斉）ウォーク　（ゴールでシンボルタスキの返却）

23：00 ミュージックバト⑫ 20分 姫路ヴェンチャーズ 09：50 キャンドルラン　表彰式

23：30 ミュージックバトン⑬ 20分 アミーゴヨーイチ 10：00 閉会式

00：00 ミュージックバトン⑭ 20分 トリノスヘアー 10：10 全員で記念撮影

00：25 ミュージックバトン⑮ 20分 Table dog 10：30 記録証発行（寄付金受付） 30分 片付け・撤収（13時までに）

9

日

受付開始

よし笛演奏「ほっとらいん」

エンプティ・テーブル（詩の朗読）

8

日

ミュージシックバトンＭＣ　耕笑園てつやさん

閉会式司会　安井隆浩（RFLJ神戸実行委員会事務局長）

9

日

サバイバーズウォーク／一斉ウォーク　スタート

キャンドルライト・セレモニー：HOPE点灯開始（希望の灯りの種火より）

開会式司会　遠藤萌美さん（フリーアナウンサー）

エンプティテーブル詩の朗読　田丸一夫さん（MBS毎日放送アナウンサー）

タイムスケジュール

模型機関車

神戸大橋のライトアップ


