リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2013 大阪

リレー･フォー･ライフ・ジャパン大阪 『 2013 年実施報告書 』
関係各位様
2014 年 3 月吉日
リレー・フォー・ライフ大阪実行委員会
実行委員長 増田悦子
がん患者支援・がん征圧「リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2013」を 9 月に大阪府貝塚市で
10 月に大阪府大阪市で無事に開催させて頂くことができました。ご参加頂いた皆様、ご支援ご
協力をいただきました皆様に実行委員一同厚く感謝申し上げます。
リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2013 大阪貝塚 （大会会長 藤原龍男 貝塚市長）
開催日 2013 年 9 月 21 日正午から 22 日正午まで
場所 大阪府営 二色の浜公園 球技広場 （大阪府貝塚市）
参加総人数 1681 人 がんサバイバーご参加数 97 人
貝塚市内 925 人 大阪府下 612 人 他府県 144 人
チーム参加者 746 名：HAC チームアロマ（ホリスティックアロマテラピーカレッジオオサカ）
、がん友会
ルビー、ホリスティックケアプロフェッショナルスクール、貝塚市役所 チームコスモス、DawnPurple
ドーン・パープル、ボーイスカウト貝塚第二団、ユースホステルネットワーク、チーム レインボー、
貝塚市健康づくり推進委員会、貝塚市社協ボランティア連絡会、ジェダイオーダー、食生活改善推進連
絡協議会、あこ～る、貝塚市脇浜町会、リトルハート、リレー・フォー・ライフ和歌山実行委員会、リ
レー・フォー・ライフ広報ブース、TEAM PEACE、大阪府立大学ボランティアセンターV-station、NPO ソ
シオキュアｱﾝﾄﾞケアサポート、ほっスピタル貝塚病院、Being、NPO 法人えーる、おしゃべりサロン、関
西骨髄バンク推進協会、関西 GISTERS、貝塚南高校吹奏楽部、エイコハワイアンフラスタジオ、貝塚よ
さこい舞人、貝塚よさこい夢舞隊、FC 岸和田、human note＆竹森きらり、洋子＆フレンズ、つげさん体
操、池田夢見、本並恵、TEAM-DREAM、和太鼓くらぶ 泉州 雅、Angelus、ビハーラ 21、ビートストレ
ックス、人形劇あひる、オニオンキャビン、貝塚市少年少女合唱団、阿波踊り南大阪連、李綾子韓国伝
統舞踏研究会 医療講演：増田紘子（敬称略・順不同）

リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2013 大阪大手前（大会会長 栗山和之校長先生）
開催日 2013 年 10 月 12 日正午から 13 日正午まで
場所 大阪府立大手前高等学校 （大阪府大阪市）
参加総人数 2461 人
がんサバイバーご参加数 101 人
大阪市内 1555 人 大阪府下 659 人 他府県 247 人
チーム参加者 1107 名：HAC チームアロマ（ホリスティックアロマテラピーカレッジオオサカ）
、大阪 が
ん哲学外来メディカルカフェあずまや、ホリスティックケアプロフェッショナルスクール、DawnPurple
ドーン・パープル、大手前高校 31 期生有志、ぽこ・あ・ぽこ、チーム レインボー、NPO 法人 健康体
操の会、しぎのはなフレンドの会、ジェダイオーダー、超新星 スバルファイブ、チーム一休、バルー
ンアート同友会、ＲＦＬ広報ブース、大手前 65 期生３年３組、手紙を書こう（はすの会・ともしび）
、
大手前高校剣道部（現役・錦志会）
、チーム大宮地活協（１）、大阪城紫ライティングアップチーム、医
療機器体験コーナー、インターネット遠隔授業展開支援、チーム大宮地活協（２）あなたの投げる球速
は？、チーム大宮地活協（３）スマートボールで遊ぼう！、チーム大宮地活協（４）フリースロー、似
顔絵コーナー、チーム星ヶ丘、チーム タケダ、チームすみれファミリー、パペットＳＨＯＩＮ、Fit
Singers！（フィットシンガーズ）
、NPO 法人日本ヘアエピテーゼ協会大阪支部、関西 GISTERS、お絵描
き班、大手前製菓学院手作りお菓子の店、旭区民音楽祭実行委員会、近畿若石会、大阪市健康局健康づ
くり課、チーム闘病記、ぬくもり癒足隊、チーム大阪府立成人病センター相談支援室、がんでもいいじ
ゃん、大手前高校美術部有志団、TLC 会（生保協会認定 FP 会）
、Ｉ．Ｓ．Ｄ大阪、北大江地区まちづく
り実行委員会有志、チーム谷町、ハラキリあみーご、大阪家庭薬協会、MBS チーム、姿勢向上委員会、
大手前吹奏楽部ダンス部、ナレオハワイアン、ハートフルホスピタル、チアリーダーズクラブＪＵＭＰ
Ｓ、木山裕策、human note＆竹森きらり、池谷直子、おつる＆フレンズ、Retropolis、本並恵、リリア
ン＆あんこ、大手前高校軽音楽部、ちゅるるん、河内家菊水丸、YumehoEnsemble、大阪城甲冑隊、小沢
真太郎一座、吉野悦世、大手前高校教員・卒業生トークライブ、医療講演：高橋克仁、垣添忠生、原純
一、当日プレ講演：樋野興夫（敬称略、順不同）
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2013 年度収支報告書
収入

2013 貝塚

2013 大手前

募金箱

300,385

300,385

ルミナリエ

138,780

605,171

743,951

協賛広告

516,250

516,250

1,032,500

チーム参加寄付

306,000

125,500

431,500

チーム寄付

116,390

541,906

658,296

一般参加寄付

269,240

683,100

952,340

個人寄付
物販
貝塚市助成金
昨年繰越金

64,455

284,840

349,295

234,464

457,275

15,000

0

15,000

37

56

93

200,000
合計

600,770

222,811

受取利息

支出

2013 合計

200,000

2,149,348

3,291,672

5,441,020

販促品製作費

60,810

310,215

371,025

広告作成費
会場関係費
事務局運営費

101,403
327,636
44,458

112,882
333,543
53,167

214,285
661,179
97,625

3,996

11,314

15,310

106,902

164,584

271,486

645,205

985,705

1,630,910

64,480

98,750

163,230

1,439,663

2,207,217

3,646,880

その他
次年度繰越金
合計
ACS アメリカ対がん協会寄付
日本対がん協会寄付

募金箱設置協力店（2013 年 10 月現在）
オダカメラ店、中華料理「大東園」、韓国料理の店「湖水」、Grand PiPi-グラン ピピ-・岸和田店・
和泉店、貝塚市人権協会、井本歯科医院、炭焼きうなぎ料理の店「うな壱」、ネイルサロン aQ-bi 、
cafe & bar HISTORIC ROUTE 26、パティスリー アン・スリール、ウィメンズセンター大阪、あずま
在宅医療クリニック、すなっく葉月、スナック Walker、Charcoal Kitchen はなれ、宝塚教養学校・
サンエリア、ぽこあぽこ、和酌和酌 ひのきや、マツゲン貝塚鳥羽店、パティスリー・コンヴェルサ
シオン、お好みハウスおがわ、21 世紀の公衆浴場 神徳温泉、大阪庄や貝塚店、パン工房 Cinq サ
ンク、パン工房 quatre キャトル、鉄板屋 花は野に、貝塚市健康福祉部 健康推進課（市立保健
センター）
、サワダ仏だん店、海鮮 町家風居酒屋 まちゃど、まちゃどオーシャンズ、スペインバル
カサミラ、創作串かつ ＳＯＵＩ串風、にほんしゅ麦太郎、平八亭 京橋別館、鶏焼ぼんじり貝塚本
店、鶏焼ぼんじり泉佐野店、なごみ鍼灸整骨院、立呑み処あみ～ご、食彩酒房 一歩、さかなや京阪
京橋店、さかなや本店、住友生命、やきとりの「きび」、台湾料理「金隆閣」
、やきとりの「きびじゅ
にあ」、大阪天満の梅酒酒場-Plum&Bar KⅡ、マダムリリアン、お好み焼き ささやん、田中酒店、
イワタデンカ、ノアインドアスポーツ、カフェ カンテ・グランデ 中津本店、居酒屋ライブしょうす
け亭、牛すじ料理専門店 すじ平 新福島店、中林歯科医院、第一東和会病院、じてんしゃ５、ホテル
ニューオオタニ大阪、社会福祉法人四天王寺福祉財団、チーム谷町、東京金蘭会、喫茶梵、お好み焼
き「忠平」、居酒屋 千広、カラオケ・ポパイ、鶏人 貝塚店、理髪店 fit's hair、社会福祉法人
ときわ福祉会「ひがし保育園」
、鳥やき「旬鶏」、
「鳥や鶏人」
大起水産回転寿司 堺店、金剛店、りんくうシークル店、岸和田店、北野田店、箕面店、ホワイティ
うめだ店、なんば CITY 店、ユニバーサルシティウォーク大阪店、天満橋店、東部店、あべのキュー
ズモール店、くずはモール店、香里園店、奈良店、橿原店、奈良学園前店、兵庫川西店、西宮ガーデ
ンズ店、道頓堀店、天下の台所 大起水産 なんばＣＩＴＹ店、海鮮回転豊漁寿し 京橋本店、大起
水産 海鮮問屋豊漁丸 京橋店、豊漁丸 北野田店、街のみなと 堺店、紀ノ川店、兵庫川西店、街
のみなと／街のみなと食堂 りんくうシークル店、街のみなと食堂 奈良店、街のみなと食堂 岸和
田店、街のみなと食堂 箕面店、天下の台所 大起水産 海鮮レストラン 堺店（順不同）
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主催
共催
後援

協賛

■
■
■
■
■
■
■

公益財団法人日本対がん協会 ■リレー・フォー・ライフ大阪実行委員会
大阪府立大手前高等学校（大手前開催）
厚生労働省、大阪府、貝塚市（貝塚開催）、大阪市(大手前開催）、岸和田市、泉佐野市
公益財団法人大阪対がん協会、一般社団法人大阪府医師会、社団法人貝塚市医師会
一般社団法人岸和田市医師会、一般社団法人大阪市中央区東医師会（大手前開催）
公益社団法人大阪府看護協会、大阪府立成人病センター
大阪がん循環器病予防センター、社団法人大阪府栄養士会

■ 株式会社日本介護医療センター、ソニー生命保険株式会社、トヨタカローラ大阪
■ クレベ運送株式会社、soundrental-SHAKE
■ 大阪生命保険協会、大阪生野ライオンズクラブ
☆ 明治安田生命保険相互会社大阪北支社一同、あぶら屋ヤマケイ
☆ 三井生命保険株式会社、株式会社ユナイテッドリアルエステート、 大起水産株式会社
□. 春次メディカルグループ、井上雷太税理士事務所
□ ヨシダ印刷、大阪学校生活協同組合、コカ・コーラウエスト株式会社
□ 株式会社ストーン・フィールド、訪問歯科サポート マリモ
□ 医療法人六支会 野江クリニック
□ 医療法人西谷内科、株式会社ブレイブサイン、医療法人満領会有田医院
□ 有限会社イマトクメディック、医療法人福寿会かねむら歯科医院
□ 医療法人河東クリニック、株式会社ロードカー
○ 世界産業株式会社、大阪家庭薬協会、岡本延義ＣＳパートナーズ、緒方高志
○ 株式会社明治関西工場、鴫野社会福祉協議会 会長 山形彰男
○ 株式会社関友企画、大阪府中小企業団体中央会、株式会社ワムサポート
○ 株式会社オーツーケアサービス、コスモ警備保障株式会社、小谷自動車株式会社
○ 中谷カルナー財団、深川機械販売株式会社

特別協賛 ■ 住友生命保険相互会社、中外製薬株式会社、株式会社三菱東京UFJ銀行
【看護協力（貝塚）】府中病院、永山病院、岸和田徳州会病院
【看護協力（大手前）】四天王寺病院、大阪府立成人病センター、城東中央病院、大手前病院
【貝塚お風呂の協力】虹の湯
協力 【広報協力】 福原印房
伊藤咲子 AUTUMN LIVE PARTY（2013/9/22）、女性の力で作る、泉州のあらゆるコトナラ
【デザイン協力】 NPO わかもの国際支援協会、真田郁、鈴木明日美（Ｔシャツデザイン）
【Tシャツ製作協力】 株式会社マーク
【会議室協力】 やまと研修センター、ソニー生命、プルデンシャル生命
【特別】金蘭会 ★各高校関係者、地域のみなさま

拝受いたしました募金は事業開催経費を差し引いた金額を公益財団法人日本対がん協会に寄付
の上、①がん研究費助成②若手医師育成③がん患者電話相談④がん啓発活動に充てます。
ご支援を賜り誠にありがとうございました。
リレー・フォー・ライフ大阪実行委員会 委員名
委員長 増田悦子 副委員長兼貝塚代表 南野敬介、朝日陽子、副委員長兼大手前代表 久保田鈴之介
（代行一男）、西内重広 会計 伊藤伸夫 会計監査 前園隆博、冨山祐美
相木佐代・朝智哉・浅野真弓・東英子・荒岡茉弥・荒川夏江・飯森淳彦・伊東重明・伊東藍・上坂優
芽・牛之濱美佐・打本未来・江南志保・大内望・大畑年範・奥紀子・小澤佐英子・垣本啓司・垣本志
津枝・神谷千明・河瀬雅紀・菅勝彦・木村廣吉・久保田鈴美・倉橋聡司・髙本淳子・児島若菜・小林
美枝子・小山苑佳・斎藤恵一郎・佐藤拓哉・佐藤睦子・島田貴子・菅野博之・善家俊彦・髙木芳紀・
滝口憲治・田仲一弥・谷口美保子・辻晃子・長野剛三・難波ゆき子・西田和子・橋本公仲・橋本佐与
子・林実穂・樋上智子・日比野可奈子・平岩征樹・廣瀬正彦・藤崎昌彦・堀田剛史・前園隆博・前田
拓也・増田岳史・松井奈央・松浦かおる・松本喜陽・宮内満美・三宅淑子・元場均実・森野宮子・森
原優次・山口琢磨・山本健生・山本智恵子・吉田雅代・脇田健太郎★大阪府立大手前高等学校教職員・
生徒実行委員会（順不同）
【お問合せ先】
〒571-0012 大阪府門真市江端町 5-5-5
リレー・フォー・ライフ大阪実行委員会 委員長 増田悦子
連絡 090-1895-9349 ＦＡＸ072-397-3135 メール rflosaka@gmail.com
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