
リレー・フォー・ライフ・ジャパン2019宮崎 
  Shake Hands～つなごう命～愛と笑顔で 

 

令和元年5月25日～26日 
こどものくに たいようの広場 

＜ 主 催 ＞  
 公益社団法人 日本対がん協会 / リレー・フォー・ライフ・ジャパン宮崎実行委員会 

＜ 後 援 ＞  
 厚生労働省/宮崎県/宮崎市/宮崎県医師会/宮崎市郡医師会/宮崎県歯科医師会/ 

 宮崎市郡歯科医師会/宮崎県看護協会/宮崎県薬剤師会/宮崎市郡薬剤師会/ 
 宮崎県理学療法士会/宮崎県栄養士会/宮崎県臨床心理士会/ 

NHK宮崎放送局/MRT宮崎放送/UMKテレビ宮崎/エフエム宮崎/宮崎日日新聞社 

リレーフォーライフは、がん患者やその家族を支援し、 
地域社会全体でがん制圧を目指すチャリティ活動です。 

ご協賛・ご協力いただいた皆様 
＜ 協 賛 ＞  

宮崎日日新聞 郡元販売所 
有限会社 ヤマプロ 
株式会社 ハニー 
池ノ上清子 
原口美智代 
さがらみずほ 

＜ 協 力 ＞  

宮崎県庁    宮崎市役所 
県立宮崎病院  県立延岡病院 
県立日南病院  宮崎市保健所 
古賀総合病院  自然寺 
都農町国民健康保険病院 
フィオーレKOGA看護専門学校 
有限会社シェビー企画 
スタジオヒューズ 宮交グループ 
ルートイングランディアあおしま太陽閣 
有限会社 宮崎上水園 コカ・コーラ  
竹灯篭製作チーム（岩﨑念唯 柿木正人） 
西都ロータリークラブ    
がんでもいいじゃん  県北患者交流会       
だんでぃらいおんの会  にこにこパン 
ＮＰＯ法人あなたの街の応援団 uakoko 
新町農園  

＜ ボ ラ ン テ ィ ア ＞  

小林市立病院    ホスピスえびの  
宮崎県立看護大学  宮崎大学      
フィオーレKOGA看護専門学校 
九州保健福祉大学総合医療専門学校 
県立北高等学校  県立飯野高等学校 
県立延岡工業高校 県立日南高等学校  
県立日南振徳高等学校 
日南学園高等学校宮崎頴学館 
県立宮崎西高等学校附属中学校 
生目台中学校 

＜ 講 話 ・ サ バ イ バ ー ズ ト ー ク ＞   

宮崎県歯科医師会 佐野裕一 
医療法人いなほ会 日高 四郎 
宮崎善仁会病院 押川勝太郎 

＜ ス テ ー ジ 協 力 ＞  

上西有加     みやざき犬 
MIHO with KI団   Ｈｅａｖｅｎｌy Crowns 
ROSE       杉浦貴之 
Ｋｅｉ Ta Ryu     （順不同 敬称略） 

＜ 特 別 協 賛 ＞  

株式会社三菱UFJ銀行 
住友生命保険相互会社 
ソニー生命保険株式会社 
中外製薬株式会社 
サノフィ株式会社 
株式会社 ECC 
武田薬品工業株式会社 
小野薬品工業株式会社 
デルタ航空株式会社 
株式会社ポーラ 
第一三共株式会社 

＜ 協 賛 ＞  

(株)大塚製薬工場 
ホシザキ南九(株)宮崎Ⅰ・Ⅱ・３G 
旭化成株式会社延岡支社 
県民共済 
日本イーライリリー株式会社 
宮崎ヒーローズクラブ 
株式会社 アメニティー・エクスプレス 
有限会社 ぎょうざの丸岡 
国際ソロプチミスト延岡 
宮崎梅田学園株式会社 
あけぼの診療所 
板野内科胃腸科医院 
市来内科・外科医院 
医療法人社団 順養会 海老原病院 
尾池歯科 
おがわクリニック 
医療法人社団 杏英会 きくち皮膚科泌尿器科
クリニック 
貴島クリニック 
特定医療法人 健寿会  黒木病院 
けいめい記念病院 
社会医療法人 同心会 古賀総合病院 
社会医療法人 耕和会 迫田病院 
神宮医院 
新城眼科医院 
大工町すぎえ腎泌尿器科・内科 
たけなか耳鼻咽喉科 
たにぐちレディースクリニック 
ちぐさ東洋クリニック 
社会医療法人 泉和会 千代田病院 
中崎歯科医院 
医療法人社団 瑞穂会 野田医院 
医療法人 久康会 平田東九州病院 
医療法人 ひろの内科クリニック 
宮崎中央ふかお透析内科クリニック 
医療法人社団 紘和会 平和台病院 
宮崎中央眼科病院 
医療法人 友星会 みらいデンタルクリ
ニック 
よしかわクリニック 
シオノギ製薬 
いきいき会 
訪問看護ステーション おあふ 
スタッフラインズ株式会社 
社福 心耕福祉会 ひかりの森こども園 
福祉サービス事務所 ポノポノ 
ライトセモア 
合同会社ラパン 

＜ 協 賛 ＞  

安楽寺 
永源寺 
願成寺 
興聖寺 
大安寺 
宝泉寺 
宝蔵寺 
妙光寺 
九州保健福祉大学総合医療専門学校 
旭有機材 株式会社 
旭陽電業 株式会社 
JAIFA宮崎県協会 
有限会社 白水舎乳業 
有限会社 一ヶ岡ゴルフガーデン 
フクダライフテック九州株式会社 
ヘアメイクナチュラル 
株式会社 ホテルマリックス 
宮安電機 株式会社 
米良電機産業株式会社 
訪問看護ステーション・居宅介護支援事
業所 ほのか 
霧島酒造株式会社 
株式会社 ツムラ 
株式会社 エコ・リサイクルセンター 
いまだ内科消化器科 
うえやま貴子クリニック 
大坪外科医院 
医療法人 恵修会 川名クリック 
木佐貫内科医院 
木谷医院 
医療法人 正美会 柴尾医院 
二宮デンタルクリニック 
南宮崎ヤマモト腎泌尿器科 
むらい内科クリニック 
やました内科リウマチ科クリニック 
四倉歯科（城山下） 
有限会社 三輪薬品 
訪問看護ステーション あやめ 
ナーシングホームさくらさん家 
ライトハウス 
アートジェム（西村一新堂） 
旭マルヰガス株式会社 
えのきサイクル 
岡田澄太税理士事務所 
有限会社 おぐら 
かわさき呉服店 
CAN NOW株式会社 
Canplus 
株式会社 グラスアート黒木 
建設ネット有限会社 
株式会社 合格不動産 
生前整理＠みやざき 
有限会社 第一防虫センター 
月世界ビル 
どひ社会保険労務士事務所 
ハート❤ツリー 
株式会社 ヒダカ印刷 
株式会社 フクマツ 
株式会社 まつの 
株式会社 宮崎銀行 
株式会社 宮崎太陽銀行 
 
 
 



収支報告 

たくさんのご協力・ご寄付をいただき、ありがとうございました 
 

いただいた寄付金は、公益財団法人日本対がん協会を通じて、 
がんと闘うための様々な活動に活用されます。 

     ○プロジェクト未来研究助成  ○若手医師の育成奨学金  
     ○無料がん相談             ○がん検診受診率向上プロジェクト             

参加者 

参加チーム：34チーム 
参加総数：６６８名 

大会長 
（鎌原宜文副知事） 

ガードナー 
実行委員長 司会:上西有加 ウォークスタート 

ステージ 

＜支出の部＞ 

広告制作費 94.315 円 

販促品製作費 0 円 

会場設営費 966.816 円 

事務局運営費 116.145 円 

各ブース運営費、その他 98.809 円 

支出小計 1.276.085 円 

日本対がん協会への寄付金 970.986 円 

＜収入の部＞ 

企業・お店等協賛金 1,200,000 円 

募金・寄付金 438.062 円 

ルミナリエ販売 388.000 円 

参加者登録費 131.606 円 

物品販売 89.400 円 

預金利息等雑入 3 円 

オンライン寄付 55.000 円 

収入合計 2,302.071 円 

日高四郎先生 講話 

対がん協会より 

啓発ブース 

関係各位様 
               リレー・フォー・ライフ・ジャパン201９宮崎実行委員会                     

実行委員長 ガードナー真理   
 
 リレーフォーライフ・ジャパン2019宮崎は、去る5月25日26日、「こどものくに たいようの広
場」において、抜けるような青空の下開催いたしました。5月にしては気温が高く、熱中症なども
心配されましたが、トラブルもなく無事故で終える事ができました。これもひとえに皆様のご協
力のおかげです。多大なるご寄付・ご協賛下さった皆さま、快くステージにご出演下さった皆さ
ま、ボランティアでご参加下さった皆さま及びたくさんの思いを込めたルミナリエを書いて下
さった皆さま、そして何より熱い思いで今回のリレーフォーライフ会場まで足を運んで下さった
皆さまに、心より感謝申し上げます。 
 皆さまからいただいた寄付金は、運営費を除き、日本対がん協会を通じ「がんの研究助成」 
「無料がん相談」等の患者支援、「若手医師の育成奨学金」等に使用されます。がん患者さまや
そのご家族はもちろん、全ての方々に「来年も楽しみにしているよ！」と言っていただけるリレ
ーイベントとなるよう実行委員一丸となって頑張って参りたいと思いますのでこれからも何卒
ご支援、ご協力をいただけますようよろしくお願い申し上げます。 

 

サバイバーズトーク ルミナリエ 

ボランティア 

佐野裕一先生 

参加チーム：34チーム 
参加総数：678名 

参加者 

押川勝太郎先生 


