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第 10回 WRJ チャリティーリレー for AFRICA 開催！！ 

 

5 月 20 日（日）、第 10 回チャリティーリレー for AFRICA を開催いたしました。大会の趣旨に賛同いただいたランナー

の皆さま、また、運営に貢献してくださいましたボランティアの皆さまが、多くの大会の中からこの大会を選んでいただき、

また、お忙しい中、予定をやり繰りして、参加していただいたことで、10 年の節目となる大会を創造することができました。

ありがとうございます。ジャンベの音をはじめとして、少しでもアフリカらしい雰囲気を感じていただけていれば幸いです。 

例年、5 月下旬に開催しているこの大会ですが、夏本番前ながらも、身体が暑さに慣れない時期でもあります。今年も日

射しが強く、厳しい環境でしたが、そのような中でも皆さまがそれぞれ体調管理に意を用いられたことは、何よりの暑さ対

策でした。 

そして、その暑さを上回る皆さまお一人お一人の熱い気持ちや素晴らしいチームワークが、アフリカの子どもたちへの支

援という成果に結びつきました。おかげさまで、参加料から大会経費を引いた余剰金を、スラムの子ども達の給食や貧しい

家庭の少女達の奨学金プロジェクトの支援に当てることができます。重ねて感謝いたします。 

大会の主役であるランナーは 300 名を超え、キッズやビギナーからベテランまで、ダイバーシティにあふれ、「日本に、

走ることを通して貢献するという新しい文化を創作し、根付かせ、拡大してゆく」という WRJ のビジョンを象徴するもの

でした。 

また、ランナーを献身的にサポートしてくださったのは 79 名のスタッフですが、そのうち半数近くが明治学院大学の学

生の皆さんでした。皆さまに感謝するとともに、中でも明治学院大学の学生の皆様はここ数年継続して参加してくださって

おり、ベテランから見てもその志の高さは頼もしく、大会運営に新たな刺激がもたらされています。 

さらに、歌手の Sunny さん、MC の丸山明子さん、太極拳の薩田有紀代さんにおかれましても、継続して参加してくださ

っており、それぞれプロのパフォーマンスを発揮され、大会にアクセントをもたらしてくださっているところです。 

この大会をきっかけにして、WRJ という団体に魅力を感じていただければ幸いです。今後も選んでいただける団体、大会

であり続けるのが我々の思いです。この大会に参加してくださっているランナー、ボランティアの皆さまは社会貢献意識や

マナー意識が高く、お気付きの点もあるかと思います。忌憚のない御意見等いただければ助かります。 

今後ともランナー、ボランティアとして、時には寄附によって支援の輪を広げていただき、また御一緒できることを楽しみ

に皆様への感謝と承認とさせて頂きます。 

第 10 回チャリティーリレー for AFRICA 実行委員長 和田基靖 
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 ～第 10 回 WRJ チャリティーリレー for AFRICA 結果～ 

 チャリティー額：228,305 円（参加費+寄付+売上－開催経費） 

種目 申込数 参加数 参加率 第 1 位 第 2 位 第 3 位 

リレー（チーム） 60 59 98% 552 すずらん A 506 稲葉ＲＣ 502iPark 湘南 

親子(組） 24 20 83% 214 伊藤 206MAYA&MASA 211Team Luca 

キッズ(人） 12 10 83% 108 小野田勇貴 105 金子雅 106 清水柚月 

5km(人） 20 16 80% 19 白井正和 /20 小野田亜希子(男女の 1位の方） 

3.5km(人） 17 13 76% 54 金子正之助 /70笹岡恵美子(男女の 1位の方） 

スタッフ＆ボラ 80 人 79 人 99％ 当日の天候 晴れ最高気温(横浜)20.9℃（12：30） 

   

 

 

 

明治学院大学｢1Day for Others」プログラムとして参加して 

 赤澤 ユーラブ太陽 ボランティア活動は初めてで、一人参加だった為色々と不安はありましたが、社会人の皆様のサポ 

 ートのおかげで、楽しくボランティア出来ました。また、チャリティーマラソンの大変さや様々なランナーに出会え、話 

 せて、社会勉強になりました。（国際学部国際学科）レース運営担当 

 住 晋太朗 今回人生初めてボランティアに参加させていただいたのですが、色々な方と話し合って一つの物事を成功さ

せるという経験が出来て良かったです。自分は交通整理を担当したのですが、効率よく自動車を誘導するやり方など学ぶ

ことができました。何事も工夫が大事だと改めて実感しました。またボランティアがあれば参加しようと思います。あり

がとうございました。（文学部フランス部文学科）コース管理担当 

森下 航汰 当日は大会運営のお手伝いをさせていただきました。主には、受付業務が担当でしたが、ランナーの皆さん 

と言葉を交わすことができて、楽しい時間を過ごせました。今大会は多くの学生がボランティアに参加し、大会のお手伝 

 いをしました。これからも、明治学院大学の学生が多く参加できるようにしていきたいと思います。（法学部政治学科）受 

 付担当 

 

  

太極拳ストレッチ 

Ｓｕｎｎｙさん 

丸山明子さん 

薩田有紀代さん 

本大会への協賛、御支援、御協力をありがとうございました。 

山下裕昌 様：ヤマザキ製パン勤務、WRJ サポーター、参加者スタッフ全員分の自社製品を提供。 

内田浩之 様：WRJ 理事、天然酵母のパン「Boulangerie tane」オーナー、賞品として天然酵母のパン５セットを提供。 

株式会社モンテローザ 様：賞品、参加賞として食事券等を協賛品としてご提供頂いて居ます。 

アフリカンキッズクラブの皆さん 
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第 10回 WRJ チャリティーリレー for AFRICAブース報告           WRJ 運営委員 大渕 秀仁 

ブースではご参加いただいたランナーの皆さまや、応援に来てくれた皆さまに、大会の

支援先であるアフリカを感じながら楽しんで頂けるように、様々な催しをご用意いたしま

した。この大会は他の大会よりもお子様の参加率が高いので、今年もまたヨーヨー釣りを

行いました。囲いの中をのぞきこむと、水面

には多くの動物たちがヨーヨーと一緒に浮い

ていて、まるでサファリにいるかの様な気持

ちになれたかもしれませんね。また、大人の

方々にはケニアのタスカービールと、そのツマミとして現地では日常的に食べられて

いるサモサ（揚げ春巻きのような食べ物）を販売し、本場アフリカの味を楽しんでい

ただきました。 

これらの売上げは 40,950 円となりました。販売の収益はワールドランナーズ・ジャ

パンが活動するアフリカ支援に充てられます。ご利用いただいた皆さま、そしてお手伝い頂いたスタッフの皆さん、本当に有難う

ございました。 

 

～ 本大会を創った 79 人のスタッフ、ボランティアの皆さんです。「ありがとうございました。」 ～ 

畔蒜 克昌 竹田 佳代 藤井 奏多 中井 耀介 森下 航汰 有賀 由佳 

江崎 礼子 多田 育代 藤井 駿之介 渡部 暁 中久喜 志帆 小川 真実 

大野 みどり 多羅尾 希 藤井 麻莉 田中 知樹 古宮 妃奈乃 浅見 夏帆 

Sunny 竹田 憲一 藤井 莉良 小名坂 美帆 柏木 恵果 江口 日向 

大矢 理太郎 Doo Hyun Kim 藤井 秀樹 畑山 千波 中嶋 瑠夏 赤澤 ﾕｰﾗﾌﾞ太陽 

岡林 あす香 丸山 明子 矢部 健一 今林 里帆 大澤 優衣 山田 茉帆 

小川 望 丸川 櫻子 佐藤 洋子 山内 温子 清水 琴詠 新田 健人 

住吉 健 菊地 広孝 嶋永 誠二 小堀 日向子 宮島 かんな 岡田 政亮 

後藤 諒 森 弘次 佐藤 翔 大森 麻紀 住 晋太朗 小林 萌 

薩田 有紀代 酒井 菜都美 矢崎 芽生 熊谷 勇人 大桃 亜実 水上 莉湖 

和田 基靖 金子 良太 大渕 秀仁 吾郷 敦子 鈴木 恵奈 張 超 

鈴木 香子 齋藤 健三 田口 達 菅沼 真知 永井 楓奈 旭 亜美香 

加藤 典宇暉 佐藤 高志 久保 正義 細貝 博 佐藤 高正 中田 彰生 

柏 正俊 
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1989年 

1990年 

第 3回 ＳＣＲ 1991年 

第 2回 アフリカ・プロジェクト 

1993年 第 5回 ＳＣＲ 

～ WRJ の 30 年を振り返る～  最初の 10 年 「モスクワ・ピースマラソンから始まった」 

第 3回 アフリカ・プロジェクト 

第 1回 セーブ・ザ・チルドレンリレー 

（ＳＣＲ） 

第 5回 モスクワ・ピースマラソン 

第 1回 アフリカ・プロジェクト 

WRユーゴスラビア代表 

訪日サポート 

第 4回 アフリカ・プロジェクト 
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1994年 ジュマ・イカンガー 
第 1回 チャリティーラン 

第 5回 アフリカ・プロジェクト 

第 6回 アフリカ・プロジェクト 
1995年 第 2回 チャリティーラン 

アースデイ 

4時間縄跳びﾘﾚｰマラソン 
 
 

1996年 

第 7回 アフリカ・プロジェクト 第 8回 ＳＣＲ 

1997年 

第 8回 アフリカ・プロジェクト 

1998年 第 9回 アフリカ・プロジェクト 

ＳＣＲの貢献額の一部で 

アフリカの子どもの日に貢献 

第 3回 チャリティーラン 
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定期ラン（since1994）のご案内 
WRJ ではランナーの交流の場として毎月第二日曜日に定

期ランを開催しています。 

通常は皇居周回コース(1 周 5km)で、竹橋・平川門前をス

タートし、走力に合わせて 1～3 周を走ります。(年に数回、

皇居以外の多摩川や荒川等で開催しています)。 

終了後 18 時から懇親会を開催しています。(皇居の場合は

神田駅周辺「魚民」など） 

○参加希望・ご質問は、 

 定期ラン連絡用メール(teiki-run@wrj.jp)へ、定期ランマネ

ージャー佐藤、和田理事に届きます。 

※連絡が取れない場合は WRJ 事務局まで 

（044-949-1068 加藤方） 

次回：7 月 8 日(日)(第 290 回)  

集合：北千住駅 15 時 15 分 

  銭湯「美登利湯」利用、荒川河川敷を走ります。 

   入浴後は懇親会予定（18 時頃～） 

次々回：8 月 12 日(日)(第 291 回) 皇居周回コース 

   集合：神田駅北口改札前 14 時 40 分 

      もしくは 皇居平川門前（竹橋駅）15 時 30 分 

平日夜☆てけらん☆報告 

平日夜に皇居で開催しているラン＆ウォーク「てけらん」も

2018 年 5月で 18回目となりました！少しずつ参加される仲間も

増え、活動の輪が広がっていくこと、とても嬉しく思っています！

皇居周辺にはペースは様々でたくさんのランナーがいて、エネルギ

ーが溢れています！仕事帰りに参加されると、リフレッシュできて

元気になりますよ！初心者・初参加大歓迎ですので、気軽にご参加

ください！お待ちしてま～す！ 

 

○参加希望・質問等は WRJ運営委員田口まで、WRJホームペー

ジより（http://www.wrj.jp）ご連絡下さい。 

※連絡が取れない場合は WRJ事務局（044-949-1068）まで。 

編集後記 

今回はメインで編集を担当させていただきました。遊び心しかないので、佐藤高正編集長とか

なりエキサイトしながら、楽しみながら写真を選んでしまいました。WRJ は来年 8 月に 30 周年

を迎えます。私が参加し始めて 10 年ですが、これからもしっかり支えていこうと思います。今後

ともよろしくお願いいたします。（鈴木 香子） 

今回は 30 周年の振り返りとして、楽しく写真を選ぶことが出来たと思います。初期の頃からの

活動を思い出しました。山中湖のイベント（「セーブ・ザ・チルドレンリレー＝ＳＣＲ」）で機材

を積み込み、車を運転して現地に行ったことが昨日のことのように思い出されます。そして今、

新しい仲間と一緒に活動していることが楽しいです。右の写真は第 1 回ＳＣＲのプロジェクト・

マネージャー 佐藤透氏の「飛脚」チームです。当時『アピール賞』を受賞しました。とても懐

かしい写真です。（佐藤 高正） 

「AFRICA パートナーシップラン in 稲城』を開催します！ 

 今秋、自然豊かな稲城市中央公園で、大人から子供まで楽しめる、みんなでたすきをつなぐリレー大会を開催します。

翌週の 10 月 6 日は『国際協力の日』。楽しく走って、アフリカに貢献しましょう！ 

『第 1 回ワールドランナーズ・ジャパン AFRICA  パートナーシップラン in 稲城』 

［日時］2018 年 9 月 29 日（土） スタート 10:30 

［場所］稲城中央公園総合グラウンド及びその周辺を周回します（1 周 1km のコース） 

［種目］3 時間の部：年齢制限なし 1.5 時間の部 ：小学生以下の子どものみの編成（大人の伴走可） 

［チーム編成〕各種目とも 1 チーム 1～5 人、走順は自由 

［参加費］3 時間の部 1 チーム 10,000 円、1.5 時間の部 1 チーム 3,000 円【参加費から必要経費を引いた余 剰金を、

タンザニアの学校建設や奨学金給付、ケニアの子供達への給食支援に充当します。】 

大会要項、申込方法は、ワールドランナーズ・ジャパンのホームページ（http://www.wrj.jp/event/keepbeing）をご覧下 

さい。皆さまの参加を心よりお待ちしています。 

※お知らせ：エントリーサイトの受付開始は 6月 28日頃を予定しています。 WRJ 副代表理事 大会実行委員長 金子 良太 

 

 

ＷＲＪ第８期通常総会日程決まる！ 

日時 ： 2018 年 9 月 1 日 17：00～ 

場所 ： かわさき市民活動センター会議室 A 

武蔵小杉駅徒歩 5 分、正会員の皆様には是非お運び下さい。 

http://www.wrj.jp/
http://www.wrj.jp/event/keepbeing

