
 

 

No 日　程 リレーイベント名称 開催地区 周年 会　場

13 1（金）～2（土） 甲府 甲府市 2 山梨県立大学池田キャンパス

14 2（土）～3（日） 青森 青森市 3 青森県立保健大学多目的グラウンド

15 2（土）～3（日） きたかみ 岩手・北上市 初 みちのく民俗村

16 2（土）～3(日） いわて 岩手・平泉町 6 観自在王院史跡公園

17 2（土）～3（日） ふくい 福井市 7 ふくい健康の森

18 2（土）～3（日） 芦屋 兵庫・芦屋市 11 芦屋市川西運動場、体育館、青少年センター

19 2（土）～3(日） えひめ 松山市 8 城山公園堀之内地区　ふれあい広場

20 9（土）～10(日） さんりくかまいし 岩手・釜石市 3 シープラザ釜石 遊

21 9（土）～10(日） さいたま さいたま市 9 農業者トレーニングセンター緑の広場

22 9（土）～10(日） 静岡 静岡市 5 静岡県立大学　芝生園地

23 9（土）～10(日） 岐阜 岐阜市 7 岐阜大学医学部附属病院内　ホスピタルパーク

24 9（土）～10(日） 信州まつもと 長野・松本市 6 松本市 やまびこドーム

25 9（土）～10(日） 福岡 福岡市 9 海の中道海浜公園

26 16（土）～17（日） とちぎ 栃木・壬生町 6 壬生町総合公園陸上競技場

27 16（土）～17（日） 川越 埼玉・川越市 9 川越水上公園　芝生広場

28 16（土）～17（日） ながいずみ 静岡・長泉町 6 長泉町桃沢野外活動センター

29 16（土）～17（日） やまぐち 山口・周南市 2 周南市陸上競技場

30 16（土）～17（日） 宮崎 宮崎市 6 宮崎市久峰総合公園グラウンド

31 17（日）～18（月祝） 信州長野 長野市 6 篠ノ井中央公園

32 17（日）～18（月祝） 広島 広島市 9 広島市立広島特別支援学校

33 23（土）～24（日） 岡崎 愛知・岡崎市 8 岡崎公園

34 23（土）～24（日） 佐賀 佐賀市 3 どん３の森公園

35 30（土）～10/1（日） 東京上野 東京・台東区 5 上野恩賜公園噴水広場

36 30（土）～10/1（日） 横浜 横浜市 5 臨港パーク

37 30（土）～10/1（日） 東三河 愛知・豊川市 4 豊川市総合体育館前広場

38 30（土）～10/1（日） とくしま 徳島市 6 東新町商店街

39 30（土）～10/1（日） 京都 京都市 6 京都薬科大学中央庭園

40 7（土）～8（日） 福島 福島市 8 とうほう・みんなのスタジアム（県営あづま陸上競技場）

41 7（土）～8（日） ぐんま 前橋市 5 ALSOKぐんま総合スポーツセンター ふれあいグラウンド

42 7（土）～8（日） 小松島 徳島・小松島市 10 しおかぜ公園

43 8(日）～9(祝） 滋賀医科大学 滋賀医科大学 2 滋賀医科大学 中庭

44 14(土)～15(日) 奈良 奈良・天理市 5 天理駅前広場コフフン

45 28（土）～29（日） かがわ高松 高松市 2 香川県青年センター

46 28（土）～29（日） 大阪二色の浜 大阪・貝塚市 6 貝塚市民の森・シェルシアター

47 3（金）～4（土） 大分 大分市 10 大分スポーツ公園 大芝生広場

48 3（金）～4（土） 高知 高知市 10 高知大学医学部　グラウンド

49 11（土）～12（日） 沖縄うらそえ 沖縄・浦添市 3 浦添市カルチャーパーク内てだこ広場

【10月】

【11月】

【9月】
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いつもリレー・フォー・ライフ活動にご支援、ご協力を下さり誠に有難うござい

ます。 

いよいよリレーイベントも花盛り、9月は 27 地区で開催されます。 

詳しくは以下の日程表をご参照の上、他地区のリレーイベントにもご参加いた

だき、交流を図って下されば幸いです。 

 

 

※2017 年度は 49地区にて開催 

【目 次】 

●9 月以降のﾘﾚｰｲﾍﾞﾝﾄのご案内 

●アンケート・配布物に関するお願い 

●がんサバイバー・クラブへのアンケ
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●異常時の対応について 
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■各地で配布されるアンケートや配布物についてのお願い【重要】 
 

リレーイベント時や日頃の活動において、参加者にアンケート依頼やがんに関する配布資料のお渡しを希望する場合

は、事前に必ず RFL 担当者へご相談下さい。 

※実行委員会が作成されたリレーイベントに関する参加者用アンケートは除きます。 

  

■がんサバイバー・クラブ（GSC）アンケートのご協力のお願い 

  

 日本対がん協会が本年 6 月に立ち上げた「がんサバイバー・クラブ」（GSC）は、サバイバーお一人お一人の声を「形」

にする目的で、8 月以降のリレーイベントにおいてご参加のサバイバーの方々を対象にアンケートのご記入にご協力を

お願いしたいと存じます。 

詳細につきましては、次頁をご参照下さい。また、アンケート用紙につきましては添付資料をご参照下さい。 

 

■異常時の対応について 
 

 昨今気象状況に関して、これまでの想像を超える事象が起こっております。自動車運転でも言われますが「～だろう」

ではなく「～かもしれない」を想定して、事前に避難経路や避難場所を確認して下さいます様お願い致します。 

また、リレーイベント開催時には定期的に気象情報やニュース等で状況把握をして下さい。 

詳しくは RFL ホームページ「実行委員会向け資料」（Pass： hope2017）ページにあります「イベント実施判断とリスク回避

について」をご参照下さい。 
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リレーイベントにおけるアンケートご協力のお願い 

 

日頃はリレー・フォー・ライフにご支援とご協力を頂き、感謝申し上げます。 

 既にご存じの方も多いかと思いますが、日本対がん協会は本年６月に、「治りたい」「普通の生活がしたい」「支えたい」

を柱にサバイバーらを支える場として「がんサバイバー・クラブ」を立ち上げ、信頼できる情報や全国の患者会情報を集

め紹介するウェブサイトを運営しています。 

 

がんサバイバー・クラブは、がんに向き合っている方の生の声や想いをお聞かせいただきたく、リレー・フォー・ライフに参

加された「がん告知経験者」の方を対象に、患者会（患者支援団体）活動や現在の生活で困っていることなど生の声を

集め課題を改めて見つめ検討し、今後、多くの方といっしょに 活動を進めていくために、みなさまにアンケートをお願

いしております。 

  準備でご多忙の折、恐れ入りますがご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

アンケート配布・回収の流れ 

【アンケート配布時】 

 ・アンケートはリレーイベントに参加されたサバイバーさんに配布いたします。 

・アンケートの目的や利用について、回答方法はアンケート用紙に記載してあります。 

・絶対に記入しなければいけないものではありません。 

【アンケート回収時】 

 ・紛失が無いようにご注意お願いします。 

 ・帰宅される方などに、ぜひアンケート回収のご協力をお願いします。 

 ・回収したアンケートは必ず、対がん協会担当者までお渡しください。 

 

【Q&A】 

１. アンケートは誰が行っているのですか？ 

 リレー・フォー・ライフの共同主催である日本対がん協会内のがんサバイバー・クラブが行っています。 

２. サバイバー全員からの回答が必要ですか？ 

 決して強制ではないのですが、多くの方からご回答頂きたいと思っています。 

３. 集計結果は何に使うのですか？ 

 がんサバイバ―の生の声として社会に発信していきたいと思います。 

４. 回答方法について？ 

 お渡しした用紙にご記入いただくか、アンケート記載の URL からインターネットにて回答が可能です。 

５. お問合せ先 

 がんサバイバー・クラブ info@gsclub.jp までメールお願いいたします。 


