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2014 年 9 月 19 日 

報道関係者 各位 

 
 

11 月 16 日（日）誓願寺（京都）にて小児がん・AYA世代のがん疾患啓発・治療研究支援を 

目的としたチャリティー・ライブ：Rock Beats Cancer ～ CAN-Dol Project ～を開催 

 

LinQ（リンク）111 人限定プレミアムライブ !!  
～君の心に火を灯す CAN-Dol Premium Live@誓願寺～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 年 11 月 16 日（日）誓願寺（京都）にて、チャリティー・ライブ「LinQ（リンク）111 人限定プ

レミアムライブ」～君の心に火を灯す CAN-Dol Premium Live@誓願寺～を開催いたします。 

 

がん患者・家族主体のがん医療の普及・啓発を行う NPO 法人キャンサーネットジャパン（以下 CNJ）内に

事務所を置く「樋口宗孝がん研究基金」の主催による、小児がん・AYA（15 歳～29 歳）世代のがん疾患啓発、

治療研究支援を目的に開催するチャリティー・ライブのひとつで、CAN-Dol とは、Cancer Awareness Idol

（がん疾患啓発に協力してくれるアイドル）の略です。 

 

今回は、当基金設立当時から協力的で、Rock Beats Cancer FES にも二度出演している福岡発アイドルグ

ループ LinQ（リンク）による 111 人限定のプレミアムライブをお届けします。 

 

司会・進行には、音楽好きなフリーアナウンサーの中井美穂さん。アーティストのパフォーマンスに加え、が

んについて正しく知ることの大切さを伝えます。 

 

 舞台となる誓願寺は、京都の中心地、新京極通りの中央に位置する「浄土宗西山深草派」の総本山です。「街

の中にあるお寺」、「暮らしに密着した信仰の場＝念仏道場」として人々に愛され続けています。また、落語発祥

の寺、芸道上達の寺としても広く知られていることから、今回のチャリティー・ライブについては、新京極商店

街振興組合様とともに多大なご協力を得ています。 

 

 なお、今回のイベントで集められた寄付金（チケットの収益から諸経費を差し引いた金額および企業協賛費）

は樋口宗孝がん研究基金（MHF: Munetaka Higuchi Foundation For Cancer Awareness and Research）

を通じて、小児がん・AYA 世代のがんの患者支援、疾患啓発および研究推進のために活用されます。 
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Rock Beats Cancer～CAN-Dol Project～LinQ（リンク）111 人限定プレミアムライブ !! 
■公演タイトル：LinQ（リンク）111 人限定プレミアムライブ !!  

～ 君の心に火を灯す CAN-Dol Premium Live@誓願寺（京都） ～ 

■Schedule：2014 年 11 月 16 日（日）OPEN/17:30 START/18:00 

■場所：総本山 誓願寺 http://www.fukakusa.or.jp/ 

■出演アーティスト：LinQ（秋山ありす・岸田麻祐・桜愛美・城崎はるな・吉川千愛）  

■司会・進行：中井 美穂（フリーアナウンサー） 

■Ticket：※3 歳以上有料 

一般販売： ¥3,800-（税込）9 月 20 日（土）10：00 より発売 

・イープラス http://eplus.jp/sys/main.jsp 

チケット収入・協賛金から必要経費を引いた収益の全額を MHF:樋口宗孝基金に寄付し、寄付金は、小児がん患者・AYA 世

代のがん体験者及びがん患者への支援、疾患啓発、研究支援のために利用されます。 

■定員：111 人 

■主催：樋口宗孝がん研究基金 

■企画：NPO 法人キャンサーネットジャパン 

■制作：Find You Digital 

■協力：総本山 誓願寺・新京極商店街振興組合 

■お問い合わせ：NPO 法人キャンサーネットジャパン 03-5840-6072 

■公式ホームページ：http://www.cancernet.jp/mhf4car/can-dol/ 

 

 これまでの Rock Beats Cancer FES（Vol.1～Vol.4）  
2013 年 2 月 22 日の Vol.1（Zepp なんば大阪）を皮切りに、Vol.2（日比谷野外音楽堂）、Vol.3（東寺）、Vol.4

（LIQUIDROOM）と 4 回のチャリティー・ライブを開催してきました。 

これまでの主な出演者は、斉藤和義さん、デーモン閣下さん、GRANRODEO、ラウドネス他（Vol.1）、JAM Project、

BABYMETAL、奥田民生さん他（Vol.2）、影山ヒロノブさん、大槻ケンヂさん、ROLLY さん、都啓一さん、久宝留理子

さん他（Vol.3）、GILLE さん、LinQ、Negicco、麻美ゆまさん他（Vol.4）が参加し、延べ 3,400 人以上の皆さんに参加

頂きました。 

また、毎回のライブには、小児がんを体験した若者が招待され、イベント終了後に出演アーティストと交流するなど特別

な時間が提供されました。 

Rock Beats Cancer への寄付金は、小児・AYA 世代（15 歳～29 歳）がんの啓発、支援、研究推進を行う団体への助

成金として、これまで 4 団体に対し、計 190 万円の支援を行いました。 
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 LinQ（リンク）について 

2011 年 4 月 17 日にデビューした九州発アイドルグループ。LinQ（Love in 九州）の頭文字から発想した造語で、ア

イドル活動を通じて色々な人やもの、 地域や国などを繋ぐ事が出来るグループに、「笑顔の架け橋」になれるようにとの思

いを込めて命名された。デビューから現在まで、小児・若年者のがんの啓発・募金活動など社会活動にも関わっている。ま

た現役医学部生である秋山ありすは京都で開催される第 55 回日本肺癌学会学術集会（兼肺がん医療向上委員会）の広報大

使を務める。RBC Vol.2、Vol.4 Girls Session に続いての今回、LinQ（リンク）111 人限定プレミアムライブ!!となる。 

 

「小児がん」について 
日本では、毎年約2,000人の子供が「がん」と診断されており、子供の人口の約1万人に1人が小児がんにかかっている

といわれています。近年、徐々に治療環境の整備などが進められていますが、まだ十分といえる水準ではなく、治療法や薬

の臨床研究においても他のがんに比べて遅れています。また、がんを克服し大人になってもがんの治療による成長の遅れや

身体的障害、後遺症を抱えている人も多く、就学や就労など社会で自立するための支援を必要としており、大人のがんと異

なるさまざまな課題があります。 

 

「若年層世代（15～29 歳）のがん」について 
若年層世代は、AYA（アヤ：Adolescent and young Adult(思春期と若年成人)の略）と呼ばれ、一般的に15歳～29

歳の世代を指します。AYA世代のがん患者は、治療中やその後の生活の中で、就学、就労、恋愛、結婚、出産など人生のタ

ーニングポイントとなる様々な出来事と向き合う機会が想定され、高齢のがん患者とは異なるAYA世代特有の問題があると

考えられています。 

 

「MHF：樋口宗孝がん研究基金」について 

樋口宗孝がん研究基金（MHF：Munetaka Higuchi Foundation for Cancer Awareness and Research）は、正し

いがんに関する情報や知識の啓発、より一層のがん研究の推進に資する事を目的に 2012 年 4 月、がん医療情報を発信す

る NPO 法人キャンサーネットジャパンを事務局として設立されました。 

基金の名称は、2008 年 11 月 30 日、肝細胞がんで逝去した LOUDNESS のドラマー樋口宗孝氏の偉業を称え、同氏

の名前にちなんで名づけられました。同基金では、チャリティー・ライブ、イベント、グッズ販売等を通して、その収益を

本基金の財源とし、がん疾患啓発イベント、がん研究団体・研究者に対する支援活動を展開してまいります。 

樋口宗孝がん研究基金（MHF）公式ホームページ http://www.cancernet.jp/mhf4car/ 

 

「NPO 法人キャンサーネットジャパン」について 

1991 年二人の医師により米国における乳がん患者向け冊子を翻訳・出版・無償配布した事に始まります。その後、各種

がん患者向け書籍の出版、NCI キャンサーファックスの翻訳提供（現在終了）、NCI PDQ の翻訳 Web 公開（現在更新終了）、

電話・手紙・メイル・ファックスでの「セカンドオピニオンコール」等のサービスを提供してきました。 
2002 年には、東京都より NPO 法人格を取得し、同年、キャンサーネットジャパンホームページが日経インターネット

アワードを受賞。2007 年 1 月からは組織を一新し、専用事務局を開設し、がん医療情報の発信、がん医療セミナーの開催、

がん情報教育事業、市民へのがん啓発活動を行なっています。 

NPO 法人キャンサーネットジャパン（CNJ）公式ホームページ http://www.cancernet.jp/ 


