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■‘2020 One team One heart’プロジェクト 

 

新型コロナウイルスは、いくつかの地区で緊急事態宣言が解除されたも

のの、依然として予断を許さない状況です。しかしながら、どんな状況

下であれ常に気持ちは皆さんと同じ、「がんに罹患する方や日々病と向

き合う方への支援を継続したい」というのものです。リレー・フォー・

ライフのミッションである ’Save Lives’ は、いつの時代もどんな時も変

わりません。Celebrate Remember Fight Back の三つのテーマは、い

つの日も我々の胸の内にあります。  

 

さて、「この非常事態に何ができるか」、全国実行委員の皆さんからもいくつかのアイデアをいただき

ました。屋外での活動や、実際に人と接する事なくして、いわば「バーチャルで何ができるのが」が主

な議論になりました。下記の通り今後の予定をお伝えします。１）と２）の詳細は別紙にてご確認くだ

さい。３）と４）は追ってご連絡いたします。 

１） One team One heart（ワンチームワンハート）オンライン寄付キャンペーン 

２） 今こそ、募金箱設置店に『日頃のご支援を感謝でお返し』（設置店にエールを送る） 

３） リレーグッズを身に着けて応援しよう（通信販売） 

４） 8 月 3 日ルミナリエナイト（ゴルディクラット医師の命日に全国でルミナリエに灯をともす） 

＊がんサバイバー・クラブ主催「ここでつながる新しいきずな」（動画配信 誰でも参加可能） 
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＊＊＊ 緊急Webビデオ ZOOMミーティング開催のご案内 ＊＊＊ 

実行委員であればどなたでも参加できます。 

① ５月 31 日（日）10:00-12:00 

https://us02web.zoom.us/j/89009236637?pwd=d1l5UkE2WE9lRlQ4UUE0cnB5Mkh1UT09  

ミーティング ID: 890 0923 6637 パスワード: 032660 

② ６月 ４日（木） 19:00-21:00  

https://us02web.zoom.us/j/82773769748?pwd=ckFCdlFVUXdZR2lTaWhxMFJmTk1oUT09  

ミーティング ID: 827 7376 9748 パスワード: 723405 

【内容】 

⚫ 「１）オンライン寄付キャンペーン」についての説明会。Ｑ＆Ａ 

⚫ 各地区間の情報交換～テーマ：2020 年を乗り越えるためには～ 

https://us02web.zoom.us/j/89009236637?pwd=d1l5UkE2WE9lRlQ4UUE0cnB5Mkh1UT09
https://us02web.zoom.us/j/82773769748?pwd=ckFCdlFVUXdZR2lTaWhxMFJmTk1oUT09


 

 

■実行委員会向けパスワードの変更のお知らせ 

 

毎年合意書を交わしてからお伝えしていました実行委員会向けページのパスワードですが、今年は皆様

に一斉にお知らせします。[Shakehands2020]です。 

 

■「2019 サミット」及び「2020 キックオフミーティング」動画のご案内 

 

ご連絡が遅くなりましたが、HP の「実行委員会向け資料」に、今年２月 23-24 日に行われたサミット

とキックオフミーティングの模様を動画で公開しています。是非実行委員の皆様にご紹介ください。 

1・【サミット】正しい NPO 会計のための基礎知識・・・実行委員長、会計、監査の方必見願います 

2・【サミット】グループワーク発表・・・仮想ケース別のイベント開催方法について実行委員が発表 

3・【キックオフ】オープニング挨拶・・・日本対がん協会会長 垣添忠生 

4・【キックオフ】前日 2019 年度サミットの振り返り・・・会場より 

5・【キックオフ】日本対がん協会 2020 年度に向けて・・・事務局長 岡本宏之 

6・【キックオフ】表彰 Global Heroes of Hope  

7・【キックオフ】感謝状贈呈ナショナルスポンサー 

8・【キックオフ】感謝状贈呈ナショナルサポーター 

9・【キックオフ】RFLJ2020 に向けて・・・アシスタントマネジャー 原優子他 

10・【キックオフ】RFLJ チーム紹介 

11・【キックオフ】新規活動開始地区紹介 

12・【キックオフ】Project 未来受賞者講演 

13・【キックオフ】RFLJ マイ・オンコロジー・ドリーム奨励賞授賞式 

14・【キックオフ】MOD 海外留学者パネルディスカッション 

15・【キックオフ】がん相談ホットライン専門医によるがん無料相談 

16・【キックオフ】がんサバイバークラブ活動案内・・・GSC マネジャー 横山光恒 

17・【キックオフ】2020 キックオフを振り返って・・・会場より 

18・【キックオフ】クロージング挨拶・・・理事長 後藤尚雄 

 

■ナショナルスポンサー、セルジーン社の社名及びロゴ変更 

 

2019 年度よりナショナルスポンサーとして RFL にご支援いただいているセルジーン社は、ブリストル・

マイヤーズ スクイブ株式会社の子会社となりました。つきましては、７月以降ロゴと社名を変更したうえ

で配布物などに掲載をお願いいたします。新しいロゴは、RFL の実行委員会向けページの協賛社ロゴデー

タのフォルダの中に格納しています。協会デザインの HP のロゴは自動的に変更されます。  以上 



 

 

別紙１） One team One heart（ワンチームワンハート）オンライン寄付キャンペーン 

 

One team One heart（ワンチームワンハート）オンライン寄付キャンペーン 

～ネットを使ってリレー・フォー・ライフへの支援を呼びかけよう～ 

 

コロナウイルス感染拡大防止のため集会などが制限されている今、RFL の活動にも大きく影響していることと

思います。実際、今年度開催予定であったリレーイベントの約半数が既に中止を決定しています。決定をされ

た実行委員会の皆様もリレーイベントでの再会を楽しみにされている多くの参加者の方の顔が浮かび、苦渋の

決断だったことと思います。 

このような苦しい状況ですが、サバイバーさんが常にがんと向き合っている状況は変わらず、不安な毎日を過

ごしていらっしゃることでしょう。私たちリレー・フォー・ライフの活動は常に寄り添いながら続けていくこ

とが重要ですが、コロナ禍のなか支援の方法は工夫が必要だと感じます。 

 

今回、ネットを使いご自宅でもできる支援、「One team One heart オンライン寄付キャンペーン」をスタートさ

せます。これは、ご寄付と RFL の PR を兼ねたご支援になりますが、特にイベント中止を決定された実行委員

会に立ち上がっていただければ幸いです。 

 
 

１）RFL のオンライン寄付経由でご寄付・エントリーしてください。 

２）日本対がん協会よりオリジナルクリアファイルにいれたメッセージシートを３種（RFL を応援しています/

私のキャンサーギフト/○○へありがとう）郵送します。 

３）受け取った方には、RFLの PRをお願いいたします。シートにサバイバーさんへのメッセージ、ご自身の意

気込みなどを書いていただき、書かれたシートお持ちの上、SNS で＃ハッシュタグ（＃RFL ワンチーム寄

付）をつけて発信をしてください。画像でも動画でも結構です。 

４）Twitter、Instagram についてはハッシュタグが付いているものに関しては RFL の公式 SNS でシェアしてい

きます。各実行委員会でもシェア・拡散をお手伝いください。 

 

また、このキャンペーン用に、新たなオンライン寄付への誘導フォーマット（別紙サンプル「東銀座実行委員

会」jpg.画像参照）をご用意しました。Jpg 画像の通り文面・写真・連絡先の文言変更は可能です。すでに登録

されオンライン寄付が可能な実行委員会であれば、無料で作ることができます。イベント中止を決定された実

行委員会はもちろん、イベント実施予定の実行委員会も 6/30 までに担当スタッフあてにご連絡・ご相談くださ

い。 

⚫ 寄付の目標額は、昨年イベント実施時の参加費を参考に（例：参加人数 500 人×1000 円＝50 万円）に設定

することをお勧めします。 

⚫ オンライン寄付キャンペーン受付期間：2020 年 6月１日～2020 年 10月 31日まで 



 

 

（Twitter・Instagramの発信は 11 月 30 日まで行います） 

⚫ 各実行委員会キャンペーン特設サイトの有効期間）：２～３か月内をお勧めします。 

 

注 意 点 

① 実行委員会の登録が完了した場合、新たに立ち上がったオンライン寄付キャンペーン特設サイトからクレジ

ットカードでご寄付を呼びかけます。郵便振替・銀行振込でのご寄付は対象外です。 

＊決済画面の備考欄に「RFL ワンチーム寄付」とご記入ください。記入されていない場合はシートをお送り

できません。 

② メッセージシートは、カード情報を入力時の住所にお申し込み後 10 日以内にお送りします。在宅勤務のた

め発送が遅くなる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

③ メッセージをご自身でお書きいただき、SNSにキャンペーンハッシュタグ（＃RFLワンチーム寄付）をつけ

て投稿することをお勧めください。＃がつけられたものは、RFL 公式 SNS でリツイート等させていただき

ます。また後日画像をまとめたものを発信予定です。 

 

RFLJ は４つの寄付の使いみちをうたい活動していますが、寄付の縮小により支援活動が制限される場合があり

ます。希望が託されたこの活動を続けるためにもぜひこのキャンペーンを活用し、引き続きの寄付の呼びかけ

をお願いいたします。 

（＊2020 年度の「がん専門委育成のための海外奨学医奨励金」は新型コロナウイルスの影響による受け入れ先

の都合で中止します） 

 

イベントが中止されても寄付支援はしたいというチームの方々はたくさんいらっしゃると思います。まずはチ

ームリーダーに呼び掛け、実行委員会でも発信を広げていただけないでしょうか。今年、リレー・フォー・ラ

イフは特にチームの方のお力を必要とします。 

 

2020 年は予期せぬ事態となりました。今こそ実行委員の皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

我々日本対がん協会のスタッフも皆様と一緒に励んでまいります。 

2020 年５月 25日 

日本対がん協会 リレー・フォー・ライフスタッフ一同 

＊＊＊ 緊急Webビデオ ZOOMミーティング開催のご案内 ＊＊＊ 

実行委員であればどなたでも参加できます。 

③ ５月 31 日（日）10:00-12:00 

https://us02web.zoom.us/j/89009236637?pwd=d1l5UkE2WE9lRlQ4UUE0cnB5Mkh1UT09  

ミーティング ID: 890 0923 6637 パスワード: 032660 

④ ６月 ４日（木） 19:00-21:00  

https://us02web.zoom.us/j/82773769748?pwd=ckFCdlFVUXdZR2lTaWhxMFJmTk1oUT09  

ミーティング ID: 827 7376 9748 パスワード: 723405 

【内容】 

⚫ 「１）オンライン寄付キャンペーン」についての説明会。Ｑ＆Ａ 

⚫ 各地区間の情報交換～テーマ：2020 年を乗り越えるためには～ 

https://us02web.zoom.us/j/89009236637?pwd=d1l5UkE2WE9lRlQ4UUE0cnB5Mkh1UT09
https://us02web.zoom.us/j/82773769748?pwd=ckFCdlFVUXdZR2lTaWhxMFJmTk1oUT09


 

 

別紙２） 今こそ、募金箱設置店に『日頃のご支援を感謝でお返し』 

 

今こそ、募金箱設置店に『日頃のご支援を感謝でお返し』 

 

緊急事態宣言が解除されたとはいえ、まだまだ油断できない状況が続きます。皆さんとご家族のご健康を祈る

ばかりです。 

 

RFL を応援し、募金箱を設置してくださっている店舗も同様に休業、時間短縮など苦慮されているとお察しい

たします。 

日頃お世話になっている設置店に対し、今私たちが出来ることは何でしょうか？ 

募金箱設置店に食事に行く？髪をカットに行く？ 

今は難しそうです。 

では何が？ 

応援には様々な形があると思います。 

まずは各実行委員会の facebook や twitterなどの SNSや HP で募金箱設置店を応援しましょう! 

 

たとえば、設置店がお店であれば、休業中のご様子、お店の人の声を読者に伝えるのはいかがでしょう。 

お店に伺えない場合は、電話やメールでやり取りを行い、過去の SNS 記事の掲載をシェアするのもよいと思い

ます。 

皆さんの発信された SNS は日本対がん協会 RFL の公式 facebook や twitter でも可能な限りシェア・リツイート

いたします。 

今こそ募金箱設置店に対して最大級の「エール」を送りたいのです。 

どうか皆さんにもご賛同いただき、日頃のご支援を感謝でお返しさせてください。 

 

 
 

2020 年５月 25日 

日本対がん協会 リレー・フォー・ライフスタッフ一同 

 


