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樋口宗孝がん研究基金（Rock Beats Cancer） 

第一次助成応募要項・申請書 

  

1. 樋口宗孝がん研究基金（Rock Beats Cancer）助成趣旨 

樋口宗孝がん研究基金（以下、同基金）は、2008 年 11 月 30 日、肝細胞がんで逝去した LOUDNESS

（ラウドネス）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、チャリティライブ、イベント、グッズ販売等を通して、その収益を同基金の財源とし、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います。 

この趣旨に基づき本年 2 月 22 日（金）樋口宗孝氏の出身地である大阪（Zepp なんば大阪）でロッ

クチャリティーライブ「Rock Beats Cancer FES Vol.1 supported by チューリッヒ生命」が開催

され、大盛況のうちに終了いたしました。 

ゲストアーティストには樋口宗孝氏・LOUDNESS（ラウドネス）と親交のあるデーモン閣下さん、

斉藤和義さん、井上俊次さん、GRANRODEO（グランロデオ）などが参加し、1,200 人の観客を魅

了しました。なお、イベントには小児がんを体験した若者 7 名が招待され、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。このチャリティーライブにご参加頂きました皆

様・協賛各社様に御礼申し上げます。 

同基金の事務局を運営する NPO 法人キャンサーネットジャパンは、助成金申請・助成金利用使途な

どの制限は、日本の多くの NPO・社会的課題に取り組む団体において助成金運用自体が難しい状況に

ある事を認識しています。本助成金については、助成金選考委員会の開催の上、助成団体に対し、当該

団体の活動趣旨に合致する、事務局運営費や、人件費、家賃など使用用途を細かく制限しない助成金と

する事とします。 
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2. 助成内容 

小児がん患者及び、いわゆる AYA 世代（15 歳～29 歳）の若年性がん患者を支援する団体の活動を

助成します。 

3. 助成対象団体 

小児がん患者及び、いわゆる AYA 世代（15 歳～29 歳）の若年性がん患者や、その家族を支援する

グループで、法人格の有無は問いません。助成団体数、助成額については、助成金選考委員会にて決定

致します。 

4. 助成額と助成元 

Rock Beats Cancer !! 実行委員会（樋口宗孝がん研究基金・NPO 法人キャンサーネットジャパン・

MUROCK）により企画・運営された 2013 年 2 月 22 日に大阪で開催された「Rock Beats Caner 

vol.1 supported by チューリッヒ生命」におけるチケット収入・協賛金から、同基金の必要経費を引

いた額を財源とし、50 万円を上限に同基金より助成します。 

5. 応募方法 

本募集要項に続く申請書に必要事項を記入の上、2013 年 6 月 14 日（金）午後 5 時必着にて下記

事務局まで FAX（あるいは郵送）にてお送り下さい。 

6. 資料請求先と申請書送付先 

樋口宗孝がん研究基金 助成金事務局 

〒113-0034 東京都文京区湯島 1-10-2 御茶ノ水 K&K ビル 2F NPO 法人キャンサーネットジャパ

ン内「樋口宗孝がん研究基金事務局」 

TEL：03-5840-6072 FAX：03-5840-6073 

7. 選考方法と発表 

助成金選考委員会を行い、結果は、2013 年 7 月 7 日（日）日比谷野外音楽堂大音楽堂にて開催さ

れる「Rock Beats Cancer FES Vol.2 supported by チューリッヒ生命」にて発表いたします。ま

た、当該団体には、7 月 5 日（金）までに通知します。選考時にヒアリング（聞き取り調査）や追加書

類の提出を求める場合があります。 

また、採否に関する問い合わせには応じられず、申請書類・添付書類は返却されないことご承知おき

下さい。（申請された個人情報は、助成金選定以外の目的には一切使用いたしません）。 

8. 事業報告・会計報告 

助成を受ける団体には、事業報告書、会計報告書（いずれも定型書式なし）を提出して頂きます。こ

れらは、樋口宗孝がん研究基金のホームページ等にて公開する予定です。 

事業報告書、会計報告書は、NPO 法人キャンサーネットジャパン 2013 年事業年度末 2014 年 3

月 31 日までに送付下さい。 
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9. 助成の取り消しなど 

助成金送金後、虚偽の申請・結果報告があった場合、助成金執行前に当該団体が解散した場合、そ

の他当該団体の違法行為、社会通念上好ましくない活動が認められた場合助成金の返還を求める場合

があります。 

10. 助成金選考委員 

堀内 彗仟（有限会社ソルブレッド） / 山口 拓洋（東北大学） / 柳澤 昭浩（NPO 法人キャンサ

ーネットジャパン）、他外部選考委員若干名 
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申込締切：2013年 6 月 14日（ファックス同日午後 5時まで・郵送同日消印有効） 

 

申請書送付先 FAX：03-5840-6073（申請書郵送先住所：事務局まで送付下さい） 

 

樋口宗孝がん研究基金（Rock Beats Cancer）第一次助成申請書 

 

- お知らせ頂いた情報は、本助成プログラムの選考以外に利用することはありません - 

応募者所属団体名  応募団体担当者名  

応募団体形態（○印） 1. がん患者会（あるいは親の会） 2. がん患者支援団体 3. 医療関係団体 4. その他（     ） 

所属団体代表者名  法人格の有無（○印） 有り ・ 無し 

応募者の住所  

連絡可能な電話番号  ファックス番号  

携帯電話番号  e-mail アドレス  

団体ホームページ  

団体フェイスブック  

団体ツイッター  

貴団体の活動内容とこれまでの実績を簡潔に記載下さい。 

 

 

 

 

この助成を受けた場合、どのように利用するか簡潔に記載下さい。 

 

 

 

 

 

以下の質問事項に関し、該当するものに☑して下さい。 

・特定の医療機関、医師を支持、あるいは助成を受ける団体ではない  □はい □いいえ 

・承認、未承認にかかわらず、特定の治療法を支持、推進する団体ではない □はい □いいえ 

・特定の健康食品、健康器具等を推奨、販売する団体ではない  □はい □いいえ 

・特定の政治団体、宗教等を支持、あるいは助成を受ける団体ではない □はい □いいえ 

 

樋口宗孝がん研究基金 助成金事務局 

〒113-0034東京都文京区湯島 1-10-2 御茶ノ水 K&Kビル 2F NPO法人キャンサーネットジャパン内 

「樋口宗孝がん研究基金事務局」TEL：03-5840-6072 FAX：03-5840-6073 
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