リレー・フォー・ライフとは？
2005 年の今頃、ちょうど私ががんの治療で入院していた時、
公園で胸を張って元気そうに歩いているがん患者（米人）達
の姿を TV で見て、一種の感動を覚えると共に、これがまだ、
当時日本では行われていない「リレー・フォー・ライフ」というも
のであると知りました。
がん患者のほとんどは眠れないまま一晩を過ごした経験が
あるはずです。窓の外の東の空がだんだんと紫に変わり、や
がて新しい朝を迎えます。RFL のシンボルカラーはこのドーン
パープル（夜明けの紫）であり、明日への希望を表しています。
夕刻には、会場には「HOPE」のキャンドル文字が浮き上がり、
ポートタワーや観覧車もこの紫の光に包まれます。
がん患者が出会いたいのは、まずは良き治療をしていただ
ける先生と、くじけそうな気持ちを支えてくれる家族や支援者、
そしてわけ隔てなく自然にふるまってくれる人々の姿と笑顔で
はないでしょうか。
がんは今や２人に１人が罹る国民病と言われています。し
かし必ずしも恐ろしい病気とは限りません。がんを克服した人
も大勢いれば、がんと共存しつつも、「健康」に暮らせている
患者も多いという事実を、多くの人に知っていただき、「がん
＝死」という古いイメージを改め、わけ隔てなくがん患者と普
通に接することのできる社会こそが理想であり、この RFL をき
っかけに神戸の街もそうなってほしいと願っています。
さあ、今日は楽しいお祭りです。会場の全員が一体とな
って、一昼夜に渡って歩き（走り）続け、演奏や歌、声援
や歓声の中、楽しく過ごすことができれば、サバイバー（が
ん体験者）へのなによりの支援となり、励ましとなること
でしょう。
リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2014 神戸
実行委員長 武内 務

がんは 24 時間、
時間、眠らない
リレー・フォー・ライフは、がん征圧を目指し、がん患者や家族、
支援者らが夜通し交代で歩き、勇気と希望を分かち合うチャリ
ティーイベントです。
1985 年、アメリカ人外科医である Dr.クラットは「がんは眠らな
い」「がん患者は 24 時間がんと闘っている」というメッセージを
掲げて、がん患者を勇気づけ、その支援を訴えるため 24 時間
走り続けて募金を集めました。これがリレー･フォー･ライフの起
源であり、いまや全米で数千個所、世界 20 数カ国で開催され、
毎年世界中で 400 万人を超える人たちが参加しています。
日本では 2007 年に始まり、昨年度は日本対がん協会と各地
のボランティアでつくる実行委員会により、全国 40 カ所以上で
開催されるようになりました。
ロゴマークは、太陽(昼)と月・星（夜）を示し、サバイバーは昼
夜の区別なく 24 時間がんと闘っていることを表しています。
がんの告知を乗り越え、がんと共
に生きているサバイバー、ケアギ
バーをたたえ、祝福します。
がんで亡くなった大切な人を偲び
追悼します。また、痛みや悲しみ
と向き合っている人を敬います。
がんに負けない社会をつくる
ために、一人一人ができるこ
とを考え、行動します。

Schedule

大勢でキャンドルを手に持って、外周を
ゆっくり歩くと光の帯が現れます。思い
を込めて、それぞれのキャンドルを指定
の場所に並べると、さてどうなるか･･･
希望のあかりを皆でともしましょう！

会場

＜ＫＩＩT
＜ＫＩＩTＯ １階＞
Map

希望イベントスケジュール
希望イベントスケジュール

６/７ (Sat)
12:00

みなとのもり公園

ゆるキャラ（コスプレ）達が
会場周辺に出没します
蒸気機関車(乗用)運転開始
屋台営業開始

12:30

受付開始

13:00 「アナと雪の女王」を歌おう

14:00～
14:00～14：
14：20 開会式
ゆるキャラ（コスプレ）大集合
14:30

リレーウォーク開始

15:00

講演会Ｉ部（KIITO）
“低浸襲がん医療について”
ミュージックバトン（昼）

16:10

講演会は西隣の「KIITO」３階です。
講演会用のチラシをご覧下さい。
（ＨＰ参照、受付にも設置）

講演会 II 部 (KIITO）
“小児がん治療について”
蒸気機関車運転終了

19:00

ポートタワーをライトアップ“紫”

19:30

皆で「ＨＯＰＥ」を灯そう！

20:00

キャンドルセレモニー

20:30

シンボルたすき引継式

21:00

キャンドルラン スタート

21:30

ミュージックバトン（夜）
星空教室（がんを語る）

ゆるキャラ応援団が
会場付近に出没します♪
コスプレさんいっしょかも

ＲＦＬのシンボルカラーはドーンパ
ープル（夜明けの紫）
。夜明けの東の
空をいっしょに眺めてみませんか

ごみのお持ち帰りにご協力をお願いいたします。
お願い

蒸気機関車に乗ると
栞にもなるレトロ？な
デザインの記念切符が
プレゼントされます

ポートタワーや観覧車が
ＲＦＬのシンボルカラーに
ライトアップ

会場内・周辺は、禁煙にご協力ください。
６/８ (Sun)
6:30 ラジオ体操

リレーウォーク：

キャンドルラン：

ミュージックバトン：

昼夜交代で楽しく歩きながら、サバイバ
ーおよびケアギバーの勇気を称えます。

夜通し 12 時間走り続けます。
チーム走と単独走があります。

昼・夜・朝のステージを音楽で繋いでい
きます。

エンプティーテーブル：

ルミナリエバッグ：

星空教室：

優しいキャンドルの光の中でのセレモ
ニーです。高井アナによる詩の朗読をお
聞きください。

がんと戦うサバイバーへの励ましや、亡
くなった方への思いなどを自由に書い
て、会場に並べます

「がんと共に生きる」サバイバーの体験
を分かち合います。

7:00 コーヒータイム♪
7:30 ミュージックバトン(朝)
9:00 キャンドルラン ゴール
11:30 リレーウォーク ゴール

11:40
11:40～12:00 閉会式

みな様からのご寄付は、対がん協会を通して、医療の発展や患者支援、検診の啓発に役立てられます。
プロジェクト未来：がん医療に関する研究を助成します。
がん検診受診率向上：早期発見の重要さを伝え、受診を啓発します。
若手医師育成奨学金：国内外に派遣し、がん専門医の育成に寄与します。
悩みをサポート：がんに関する無料相談を、看護師、社会福祉士、および医師が行います。

協賛:
協賛:
富士製薬工業㈱
日本イーライリリー
㈱モリモト医薬
㈱大塚製薬工場
スターバックス コーヒー ジャパン㈱
P&G ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ ㈱

ダンロップゴルフコース
ダンロップスポーツ㈱
コカ・コーラウエスト㈱
リアンズグループ
神戸ユニバーサル研究会
ファイナンシャルアライアンス㈱

日本メジフィジックス㈱
㈱NBC 一級建築士事務所
日本コスプレ委員会
(公財) 兵庫県健康財団

こうべまちづくり会館
西宮観光協会
神戸元町商店街連合会
ひょうごボランタリープラザ
兵庫県青年洋上大学同窓会
西宮コミュニティ放送局「さくら FM」
FMaiai(FM 尼崎)
上御影協力会
Japan for LIVESTRONG
(公財)兵庫県柔道整復師会
一般社団法人 new-look
ヴィッセル神戸
大阪ガスセキュリティサービス㈱
大阪ガスグループ ”小さな灯”運動
(有) アイビー・ウェル
アイビー薬局北田辺店
日本ビルヂング
島村楽器ﾐｭｰｼﾞｯｸｽｸｰﾙ神戸三宮店
ダイエー 東灘区甲南店
美容室 MUSIUM
ﾚﾃﾞｨｰｽ&ｷｯｽﾞﾌｨｯﾄﾈｽｽﾀｼﾞｵ Kirari
株式会社タクト
神戸サンセンタープラザ
関麺の会
阪神御影 下駄さん

味工房 さくら亭
阪神御影・串カツ いくちゃん
阪神御影・小さい店 良
新梅田食道街 樽 金盃
郷土大衆居酒屋 金八
炭旬鮮市場 からす
炭焼きつくねや 「まいど」
レストラン オリエンタル
新梅田食道街 奴
(有)ハーバーランドサービス
㈱全日本プロレスリングシステムズ
移動式動物園 もりもりファーム
もふもふ堂
いたみてつどうもけいどうこうかい
吉川建設㈱
(特活) さをりひろば
虹工房 (有)とみだ洋品店
佐藤加奈子 アナウンサー
髙井美紀 アナウンサー
ボランティアの皆様
ﾎﾟｽﾀｰ掲示にご協力頂いた皆様
ちらし配架にご協力頂いた皆様
募金箱設置にご協力頂いた皆様
全国の RFL 実行委員会の皆様
（順不同：５月２４日現在）

協力:
協力:
(公財)チャイルド・ケモ・サポート基金
Dr.ミール
神戸海星病院
神戸大学医学部付属病院
神戸協同病院
神戸医療センター
兵庫県赤十字血液センター
兵庫県献血推進協議会
岡本クリニック
永松クリニック
癒しの杜 にしかわクリニック
関西学院大学ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
甲南女子大学 社会貢献室
神戸学院大学ボランティア活動支援室
神戸国際大学
神戸市看護大学
大阪教育大学
神戸流通科学大学
神戸学園 ハイテックスクール
神戸市シルバーカレッジ
東灘・ぶどうの枝福祉会 光の子保育園
芦屋市企画部市民参画課
西宮市社会福祉事業団
神戸港振興協会
御影東町區自治会

特別協賛：

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／(
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)
公財)
兵庫県看護協会／生活協同組合コープこうべ

リレー・フォー・ライフ・ジャパン神戸実行委員会 ／ (公財
(公財)
公財) 日本対がん協会
http://rfl-kobe.jimdo.com/
info@rfl-kobe.org

共催：ひょうごがん患者連絡会

兵庫県健康財団

