
1 

 

2019年 9月 1日 第４版 

第１１回 

リレ－・フォ－・ライフ・ジャパン 

２０１９ さいたま 
 

開催日 2019年 9月 14日（土）から 9月 15日（日） 

場 所 さいたま市緑区農業者トレーニングセンター「緑の広場」 

 

 実 施 要 領  
 

 

 

 

 

リレー・フォー・ライフ・ジャパン 
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さいたま実行委員会 
                   

１ リレー・フォー・ライフとは 

   リレー・フォー・ライフ（命のリレー）は、がん患者や家族、その支援者らが公園

やグランドを会場に交代で 24 時間にわたって歩き、がん征圧を願い新たに絆を深

めあう寄付イベントです。 

   医療に関わりのない私達でも、リレーに参加して寄付金を募り、その寄付金を使っ

て人の命を救うため研究を助成したり、患者のみなさんに役立つ事業を行ったり、

がんの予防啓発をするなどして間接的に人の命を救うことができます。 

  

２ リレー・フォー・ライフのきまり 

   （国際 RFL 世界基準） 

  １）夜通しのイベントであること 

  ２）開会式・閉会式を行うこと 

  ３）キャンドルライトセレモニーを実施すること（ルミナリエ） 

  ４）サバイバーのためのアクティビティーがあること（活動） 

  ５）ミッションを伝えること（啓蒙） 

  ６）禁煙であること 

  ７）毎年開催すること 

 

ロゴマーク 

 

 

 

 

 

太陽・月・星を紫の基本色で形どり、１日中がんと向き合う姿勢を

示しています。 
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リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2019 さいたま 

 

実 施 要 領 

 
1.開催日時 2019年 9月 14日 AM11:30から 2019年 9月 15日 PM12:00まで 
 
2.開催場所  さいたま市緑区農業者トレーニングセンター「緑の広場」 
  さいたま市緑区大崎３１５６－１（さいたま市クリーンセンター大崎隣） 
 

3.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 

〒335-0055 さいたま市浦和区東高砂町 11-1  
             ｺﾑﾅｰﾚ 9階 さいたま市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ A-43 

Tel：080-2197-8192  
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：rflsaitama2009@gmail.com  

                    URL：http://relayforlife.jp/saitama/ 
4.アクセス  

1）電車⇒バス・タクシーの場合 
・東川口駅北口（JR武蔵野線・埼玉高速鉄道） 
・浦和美園駅（埼玉高速鉄道） 
・浦和駅東口（JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線・湘南新宿ライン） 

   ⇓ 

国際興業バス(浦 01・02系)に乗車し大崎園芸植物園下車徒歩 5分 
 

・東浦和駅（JR武蔵野線） 
⇓ 

タクシーで約 10分(2.7Km) 《つばめタクシー電話 0120-345608》 
 

       2）車の場合 
   国道 122号線大門交差点から国道 463号線を浦和方向に約１ｋｍ 
   さいたま市クリーンセンター大崎を右折しすぐ（浦和 IC近く） 

 
5.日 程（状況により、時間変更の可能性があります。）  

0）前日（13日）会場設営・準備等 
    ・実行委員(会場位置決め班)（AM7:00集合） 

    ・実行委員（AM8:00集合） 
    ・ボランティア（AM9:00集合） 
    ・テント・ゴムマット運搬（AM9:00～） 
    ・その他準備(主に農業者トレーニングセンター内で作業) 

           ・農業者トレーニングセンターは前日以外の使用は不可です 
（トイレ含む） 

    ・最終確認（PM2:00までに終了） 
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1）第１日（14日） 
   ・テント設営、荷物の搬入（AM11：00までに終了） 
   ・チーム受付（AM10:00開始 プログラム、受領） 
   ・サバイバー受付（手形をプリントしバンダナを受領） 
   ・準備体操（AM11：30） 

・開会式（AM11:45 来賓あいさつ） 
・リレー・ウォーク開始（PM12：00最初の１周をサバイバーだけ

のウォークでスタート） 
・ルミナリエの設置（PM3:00から） 
・ルミナリエの点灯（PM6:00）予定 日暮状況で判断 
・夜間越えタスキのボランティア委託（PM8:30） 

2）第２日（15日） 

 ・タスキのボランティアから委託チームへの返還（AM8:00） 
       ・ラジオ体操 
    ・サバイバーズウォーク（AM11:50） 
 ・ラストウォーク 
 ・閉会宣言 

・ルミナリエを参加チーム全員で片づけ 
          ・会場内片づけ（全員） 
 

6.事前準備事項 
（１） 参加申込方法  

チーム参加の場合は事前にホームページのフォームまたはメールにて参加人
数等記入の上お申込みください。個人参加の場合は当日、受付にてお申し出く
ださい。 

 
（２） テント・長机・椅子等の貸出  

テント・備品は各チームの持ちこみをお願いしていますが、手配が出来ないチー
ムには実行委員会で貸出します。レンタル料→（テント 10,000 円/1 張、5,000
円/半張（１つのテントを２チームでシェア）、長机 1,200 円/1 台、座卓 1,200
円/1 台、椅子 300 円/1 脚）事前に申し込みをホームページのフォームから、も
しくはメールにてお願いします。なお、8 月 20 日まで追加等ありましたら受付
いたしますので、チーム担当までご連絡ください。 

 
（３） 寄付金・参加費 振込み 
    チャリティ参加費 お一人様 １，０００円（サバイバー・中学生以下無料） 
    レンタル費用等を指定口座に入金してください。 

    振込用紙は実行委員会で準備しておりますので必要な方は申し出ください。 
 
（４） ルミナリエバッグ 

ルミナリエバッグは一枚 500円で全額寄付になります。参加者のモチベーション
高揚や寄付活動にご協力お願いいたします。（注：余ったバッグは返却をお願い
いたします。） 
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（５） 募金箱 
    設置場所のご協力をお願いします。募金箱は年間通じて、設置していただくもの 

です。リレー・フォー・ライフの当日には集まった募金箱を持ち寄り、１年間の
募金活動の結果を称え合い、認め合う場所と考えています。 
一年間で集まった寄付をこのイベントに持ち寄り、これを成果としてください。                                          

 
７.当日の管理事項 
（１） 駐 車 場  

周辺に３か所無料の駐車場（Ａ・Ｂ・Ｈ）を用意してあります。 
各チームに駐車券（Ａ駐車場、Ｂ駐車場、Ｈ[ヘルシーランド]駐車場）を事前に
配布いたします。 
Ａ・Ｂ・Ｈは駐車場は駐車券所有者の車のみ使用が可能となります。駐車場進入

時は、誘導係員の確認を得た後、進入し、必ず駐車券はフロントガラスから見え
るように置いて下さい。なお、駐車券をお持ちでないお車のＡ・Ｂ・Ｈ駐車場へ
の侵入は出来ませんのでご注意願います。 
一般駐車場はフリーの駐車場とします。（※さいたま市クリーンセンター大崎駐
車場は本年度改装工事のため使用できませんのでご注意ください） 
当日は、各駐車場の誘導員の指示に従ってください。 
 

（２） 自転車置場  
自転車、バイク等の二輪車は駐車場の指定場所に置いてください。 
 

 
（３） 受付 
    1 日目の AM10:00 より受付において、受付を行います。参加者は必ず受付をして

ください。その際、プログラム・寄付金等集計表等を配布いたします。 
    夜間（PM8:00～AM9:00）は本部テントが受付となります。 
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（４） 集合時間  
1日目の準備体操（AM11:30）に参加できるように集合をお願いします。 

        テント組立や荷物等の搬入は（AM11:00）までに済ませ、アナウンスが入りまし
たら、トラック内で準備体操を行いましょう。 

 
（５） サバイバーズウォーク・ラストウォーク 
    開会式後のサバイバーズウォークには、参加者は全員その場で(テントの前)心を

込めてサバイバーの第 1周ウォーキングを拍手で讃えてください。その後に随時
チームはリレーウォークを開始してください。 

    閉会前のラストウォークですが、サバイバーズウォークがスタートしましたら同
じタイミングでサバイバー以外の参加者は逆方向にスタートしサバイバーと出
会ったところでハイタッチをして下さい。 

 
（６） 食事の出店  

会場内で調理した食事の販売を計画しているチームはチームリーダー会議又は
実行委員会に申し出、保健所の許可を受けてください。 

 
（７） 火気・熱湯使用 

芝生上で直接火気を扱うのは厳重に禁じられています。 
コンロ等を使用する際は、テーブル等の上に置き使用するか、板や燃えない下敷 
きを準備しその上でのみ使用してください。テーブル等がない場合は駐車場舗装
の上で調理してください。また、熱湯を捨てる場合は排水溝等を使用いただき、
芝生や地面への排湯は厳禁です。 
必ず小型消火器とバケツを準備していただき、火気使用時は、水を張ったバケツ
を傍に準備することが火気使用の条件となりましたので、注意ください。 

 
（８） 給 水 車   

市の給水車を準備しています。下記の時間にＡ駐車場で水の給水が可能となりま 
すので、各自ポリタンク、バケツ等を準備して活用してください。 
利用時間（ 1日目 AM10:00～PM2:00 ・ 2日目 AM10:00～PM12:00 ） 

 
（９） 照明・コンセント 
    電源は供給されていません。夜間は各自照明を用意してください。 
 
（１０）夜間の休憩仮眠・入浴およびヘルシーランド屋上からの見学 

隣接の見沼ヘルシーランドが有料で利用できます。（利用料 1,080円/1名） 
利用時間は PM6：00から翌 AM9:00まで利用できます。（寝具は有りません） 

風呂は PM6：00から PM11：00まで。翌朝は利用できません。 
当日受付およびヘルシーランド入口にて利用券を販売いたします。 
（販売時間 受付 AM11:30～PM6:00 ヘルシーランド入口 PM6:00～PM10:30）  
なお、サバイバーの方のご利用は無料となりますので、受付の際に申し出ていた
だき、利用券を受領してください。 
ヘルシーランド屋上は PM6:00～PM9:00 の間、会場全体を上から見渡していただ
ける見学会場として開放いたします（見学のみの入場は無料です） 
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（１１）チーム名表示（テント番号） 
       テントにチーム名を表記し、参加者に分かるようにしてください。実行委員会で

もテント番号を示す掲示物は作成し、表示させていただきますが、チーム自身で
考えて表示していただいても構いません。使用する材質は問いません。 

（１２）リレータスキ 
チーム事情により夜間のウォーキングが困難なチームはボランティアに委託で
きますので、事前に本部テントまで申し出てください。 

 
（１３）ルミナリエ 

ルミナリエの設置は 1 日目の PM3:00 を予定しています。当日に設置開始時間を
アナウンスいたしますので、設置開始のアナウンスがありましたら、持参した    
ルミナリエをチーム自身で設置します。 

設置する場所は事前に目印に張り付けてある両面テープの場所に置いてくださ
い。（翌日の片づけもあるためバッグの位置を確認しておいてください。） 
 
トラック外周を飾るルミナリエは、ルミナリエバッグの中にルミナリエテントに
て用意してある容器を各自で運んでいただき、水を満杯まで入れて置き、ＬＥＤ
電球を設置いたします。 
 
トラック内のＨＯＰＥについては、上記同様ルミナリエバッグの中に容器に水を
満杯まで入れて置いてください。ＬＥＤ電球はトッラク外周とは異なる物（紫色
ＬＥＤ）を使用します。こちらは実行委員会で準備設置いたします。 
 
ＬＥＤ電球のセット設置には、人数を要することから、設置時はアナウンスしま
すので、各チーム 1名以上設置作業にご協力ください。 

また手空きの方のご協力もお願いいたします。 
ルミナリエの点灯は 1日目の PM6:00前後を予定しています。 
ルミナリエは会場を 1周し、ＨＯＰＥの文字も作るために約 2,000個必要にな 
ります。閉会後の回収もお願い致します。原則ご自身でルミナリエを設置・回収
し、回収後はお持ち帰り願います。なお容器とＬＥＤ電球は回収いたします。（ル
ミナリエテントまでお戻しください） 
ルミナリエバッグは当日も会場内に用意してあります、必要な方は申し出てく 
ださい。（500円/1袋） 
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（１４）ウォーキングコース  
１周の距離は約 250ｍです。 
歩行面には芝生保護のため硬質ゴムマットが敷いてあります。 

  
 

（１５）寄付金等集計表の提出  
第２日目の AM10:00までに受付までお持ちください。 

    その際は、指定集計表に金額を記載し提出して下さい。 
集計表を合計し発表します。集計の発表は AM10:00までの集計金額になりますの
で、締め切り後に申し出のあった寄付金は後日公表します。 
寄付の結果について、発表を行います。 

 
（１６）テント・備品類の管理事項 

      レンタルテント・備品については、イベント前日、業者の搬入後、ボランティア
により、設置作業を行います。 

      持ち込みテントのチームは風でテントが飛ばされない様にロープとペグ（杭）で
しっかり固定してください。なお、ペグは設置時に使用した数と撤収時の数が合
うようしっかり確認をお願いいたします。 
イベント終了後の使用テント（及び備品類）の撤去及び指定場所への集積は使用

したチーム自身で執り行ってください。 
2日目に備品撤去時間及び集積場所等をアナウンスでお知らせいたします。 
アナウンスが入りましたら、撤去作業を行います。 
なお、特段の事情により、チーム自身での撤去が困難な場合は、実行委員会 
に事前に申し出て対応策を検討してください。 
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（１７）撤収時の報告 
    テントから撤収される場合（閉会前に帰られるチームも含めて）は必ず受付時に

配布された「撤収時チェックシート」をご記入の上、受付に提出をお願いいたし
ます。 

 
 
（１８）ごみ処理  

ごみはすべて持ち帰ってください。ご協力お願いします。 
会場内にはごみ袋・ごみ置き等は用意していません。 
会場内の芝生保護のためお湯等を捨てないでください。 

 
 

（１９）禁 煙  
会場内（駐車場も含む）は全面禁煙です。 
ヘルシーランド脇にある喫煙コーナーも閉鎖いたしますので、ご理解・ご協力を
お願いいたします。 

 
（２０）体調管理 
    日中はかなりの残暑が予想されます。体調管理は十分にお願い致します。 
    気分が悪くなった場合は最寄りのスタッフに申し出てください。 
    ボランティアの医療者・救護員がおり、救護テント・休憩所を用意しています。 
    また運営を行う実行委員会としては、日本対がん協会が策定している「暑さ対策

に関する指針」により、気候によっては開催の制限や開催時間の変更等も起こり
えますのでご了解ください。 

    雨天になっても開催しますので、雨対策も検討してください。 

    虫対策等も各自スプレー等でご準備願います。蚊取り線香を使用される場合は火
の取扱いには十分ご注意をお願いいたします。 

 
（２１）ご協力のお願い  

会場の設営の準備、および終了後は会場を開催前の状態に戻すため、皆さまに後
片付けのご協力をお願い致します。 
また、ヘルシーランド利用の際は施設利用時のマナーおよび浴室、休憩所等の美
化へのご協力をお願いいたします。 
消火用バケツを各自で用意して下さい。 

         チームの皆さまもイベントを開催する実行委員であると認識をもって、イベント
の開催に協力をお願いします。 

 

 
 

リレー・フォー・ライフ・ジャパン さいたま 実行委員会 
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