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第 11 回 WRJ チャリテイーリレー for AFRICA を開催

5 月 19 日（日）に開催いたしました第 11 回チャリティーリレー for AFRICA に御参加いただきました
ランナーの皆さま、運営に貢献してくださいましたボランティアの皆さま、本当にありがとうございました。
「地球上から慢性的飢餓を終わらせる」
、
「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、そして、
「参加料から大会経費を引いた余剰金で AFRICA
現地、スラムの子どもたちの給食や貧しい家庭の少女たちの奨学金プロジェクトを支援する」というこの大
会の趣旨に共感してくださったことを幸甚に存じます。
この大会は毎年 5 月下旬に開催していますが、身体が暑さに慣れない夏本番を前に、体感では非常に暑
さを感じる時期です。今年は例年と比較するとやや暑さが和らいだ日でしたが、それでも、懸命に走られる
ランナーの皆さまにとっては暑いことには違いなく、お一人おひとりが暑さ対策、体調管理に留意されたこ
とと思います。そして、気候の暑さを上回る気持ちの熱さによって、リレーチームはもちろんのこと、個人
参加の方も含めまして、キッズからシニアまで、大会全体に一体感、躍動感がもたらされ、素晴らしい大会
が創作できました。
運営スタッフは全員ボランティア、そのうち 3 分の 1 以上は明治学院大学の学生の皆さまでした。明治
学院大学の学生の皆さまは、ここ数年継続して貢献してくださっています。志が高く、若さからの新しい発
想もあり、大きな存在となっております。そして、歌手の Sunny さん、MC の丸山明子さんにおかれまし
ても、同様に継続して貢献してくださっており、大会を彩り豊かなものにしていただいています。また、ジ
ャンベの音などを通じて少しでもアフリカらしい雰囲気を感じていただくことができたとすれば幸いです。
今後とも、WRJ という団体に魅力を感じていただき、継続して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。ランナー、ボランティアの皆さまとも社会貢献意識やマナー意識が高い方ばかりで、
お気付きの点も多々あるかと思います。忌憚のない御意見をいただければ助かります。そして、また御一緒
できることを楽しみにしています。
第 11 回 WRJ チャリティーリレー for AFRICA 実行委員長 和田 基靖(WRJ 理事)
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～第 11 回 WRJ チャリティーリレー for AFRICA 結果～
1位

2位

83

529 寮外オールス
ターズ
201 チーム章

518 ハートブレイ
ク
204 竜が飛ぶ

515 ファンケル
AC うま組
209 メープル

6

86

女)101 内山 由菜
男)107 冨永 琉斗

104 岩崎 美音
102 山口 武瑠

―
106 藤井 奏多

32

30

94

女) 27 内山 はる菜
男) 32 中村 尚孝

28 藤井 麻莉
11 村松 宏信

7 野村 有紀子
24 大林 寿寛

6

6

100

女)53 吉村 麻希子
男)52 鈴木 健太郎

56 大槻 由紀子
55 中村 渓太

51 三好 あゆみ
―

種目

申込

参加

％

リレー(チーム)

41

41

100

親子(組)

12

10

キッズ(人)

7

5km(人)
3.5km(人)

＜スタッフ・ボランティア＞ 64 人
＜チャリティー額＞

128,740 円

参加費＋寄付金+物販売上―開催費用

3位

＜12 時時点での気象庁データ(横浜)＞
天気：晴 気温：23.6℃ 湿度：50%
風速：5.3ｍ/s（南南東）
気温：19.1℃

本大会へのご支援、ご協力ありがとうございました。
山下裕昌様：山崎製パン㈱勤務、WRJ サポーター、参加者スタッフ分の自社製品の提供
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 セットの提供
㈱モンテローザ「マラソン大会盛り上げ隊」様：食事券の提供

本大会を一緒に創ったスタッフ・ボランティアの皆さま、ありがとうございました。
(敬称略)
和田 基靖 矢崎 芽生 佐藤 高志 加藤 典宇暉 久保 正義 大渕 秀仁 竹田 憲一 Sunny
大野 みどり 大矢 理太郎 藤井 奏多 藤井 駿之介 藤井 麻莉 藤井 莉良 藤井 秀樹
市川 健太 細貝 博 柏 正俊 丸山 明子 岡林 あす香 中田 彰生 江崎 礼子 畔蒜 克昌
渡辺 隆司 田口 達 鈴木 香子 丸川 櫻子 久保 順子 佐藤 高正 杉浦 正宣 竹田 佳代
佐々木 教雄 金子 良太 斎藤 健三 菊地 広孝 森 弘次 小川 望 嶋永 誠二 佐藤 翔
後藤 諒 大熊 千晶 住吉 健 佐藤 那菜 冨田 芽里 磧本 実季 増田 樹実 菊池 沙子
中井 隼大 中川 樹 JIN YING 高橋 鉄平 稲川 聖 矢代 萌香 松橋 香子 辻 佳苗
深澤 留衣 北澤 佳子 鈴木 佳苗 紙谷 真桜 長谷川 未羽 高橋 千春 画星 沙奈
小澤 隼也 尾上 めぐみ
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チャリティーリレーforＡＦＲＩＣＡを終えて

(WRJ 理事・運営委員

細貝 博）

爽やかな好天のなか、大勢の参加者を迎え第 11 回 CRFAF は開催されました。参加者からは、
「こ
のイベント、雨が降ったことが一度もないですよね」と言われ、あれそうだったのかとあらためて
思い知らされました。
スタート地点で開会式が行われました。Sunny さんによるタンザニア国歌独唱、アフリカ打楽器
（ジャンベ）の演奏後、10 時 30 分から 3.5ｋｍキッズ・親子ラン・中学生以上個人、そして、5
分後にリレー・5ｋｍ個人がスタートしました。
コースでは、ランナーの健闘に対する拍手や声援と、それを受けて楽しそうに走る参加者の姿に
感動しました。また、仮装したランナーの参加により大会が華やぎました。大会本部では、新たな
試みがありました。インスタグラムへの投稿がしやすくなるようフォトフレームを持って会場内を
回り撮影していただきました。投稿していただいた方には、サモサがプレゼントされました。本部
テントでは、アフリカツアーで撮った写真やアフリカグッズを展示し、WRJ のアフリカプロジェ
クト活動の歩みを紹介するコーナーを設けました。
ジャンベチームによるワークショップも開催され、アフリカの打楽器に触れる機会に大勢の人が
集まりました。競技終了後、閉会式があり各種目の表彰や抽選会で参加者・スタッフ一同おおいに
盛り上がりました。みなさん、お疲れさまでした。次回もこの場所でお会いしましょう。

『第 2 回 WRJ AFRICA パートナーシップラン in 稲城』を開催します!!
今年も、自然豊かな稲城中央公園で、大人から子どもまで一緒に楽しめるリレーと個人走の大
会を開催します。昨年の第 1 回大会は雨が降るあいにくの天気でしたが、参加者からは「チーム
のメンバーと楽しく走れた」
、
「1 周 1km のコースなので、気軽に参加できた」、
「仲間が走ってい
る様子が良く見えて応援にも熱が入った」、「手作りサモサやチャイがあり、アットホームな雰囲
気が良かった」等の感想が寄せられました。
3 時間(または 1.5 時間)の周回数を競う大会です。仲間と交替で走っても良し、1 人で走っても
良し。楽しく走って、アフリカに貢献しましょう。皆さまのご参加をお待ちしています。
【大会概要】
・日時: 2019 年 9 月 28 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/参加費:
3 時間ポレポレラン(3 時間個人走) 5,000 円/人
3 時間ポレポレリレー(3 時間リレー) 10,000 円/チーム
1.5 時間トゥエンデリレー(中学生以下のメンバーを一人以上含むリレー) 5,000 円/チーム
実行委員長 金子 良太(WRJ 副代表理事・運営委員)
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WRJ 創立 30 周年記念パーティーと WRJ 通常総会のお知らせ
WRJ もおかげさまをもちまして、活動開始から 30 周年を迎えることとなりました。これまでの活
動を振り返りつつ、皆さんとともにこれまでとこれからを語る場をご用意いたします。
会員、寄付者の方々、アフリカプロジェクトツアーに参加した方、大会に参加した方、ボランティア
として支えてくださった方、WRJ と何らかの関わりがあれば、参加資格はあります。ぜひ一緒にお祝
いしましょう。
日時：2019 年 9 月 16 日（祝：敬老の日） 13 時開始予定
場所：Patia 神保町店（東京都千代田区神田神保町 3-2-9 塚本ビル 5F）
九段下・神保町駅からともに徒歩 3 分。
駐車場はないので車でお越しの方は近くのコインパーキングをご利用ください。
会費：5000 円程度
お祝いの会の内容については、現在実行委員会で鋭意企画中です。WRJ らしさを大事にしたいと思
い、大いに食べて飲んで語れる会にしたいと思っています。食事はアフリカらしさを感じられるものを
検討中です。ぜひ、今からスケジュールに入れておいてください。
会員の皆様へ

。

30 周年のお祝いの会の前に、同場所にて総会を開催します。時間は 11 時開始となります。こちらも
合わせてご参加をお願いいたします。会員の方でなくてもオブザーバーとしてのご参加は可能です。
ご興味のある方はぜひいらしてください。

矢崎 芽生(WRJ 事務局長理事・運営委員)

ワールドランナーズ・アメリカ(WRUS)のエミールさん来日
フェイスブックで友人のエミールさんの投稿で熊野古道トレッキング
での来日を知り、帰国前に拙宅の店「とんかつ専門店しみず」で 6 月 5
日(水)ミーティングを設定しました。急な、よびかけにも関わらず、加藤
さん、柏さん、2002 年から複数回アフリカツアーに参加したサポーター
の永田さんが駆けつけてくれました。エミールさんは、第 6 回チャリティ
ーリレー for AFRICA に来ていただいていたので 5 年ぶりの再会でした。
WRJ 創立 30 周年や WRUS とのつながりなどで話が大いに盛り上がり
ました。GPFD※ も創立 40 周年を盛大にお祝いしたそうです。
清水 宣子(WRJ 理事・運営委員)
※GPFD(GLOBAL PARTNERS FOR DEVELOPMENT)とは、1990 年 WR がグッドウィルゲームの失敗からそ
のネットワークを失った後、1995 年残されたメンバーが WR を引き継ぐ組織として立ち上げた。WRJ は GPFD と共
に AFRICA を支援してきた。WRUS は 2003 年 GPFD から分離独立したが最近 GPFD に戻った。

19 年度アフリカ訪問ツアー決まる
期間：11 月 2 日(土)日本発

～ 11 月 10 日(日)日本着 詳細は、これから決定します。

訪問先：タンザニア連合共和国、アリューシャ近郊とブル地区
目

的：支援している奨学生たちも含め現地中等学校の生徒たちと交流を深める。
新奨学生への奨学金給付証書の交付を行う。また、高校進学者についてインタビューを行い
現況を把握する。またブル地区の教室建設のリクエストについても明確にする

今年はまたとない機会：
WRJ にとって 11 月に現地を訪問するのは初めてです。乾期のアフリカしか見ていません。
今回は小雨期に当たる為花と緑に満ち溢れた輝くアフリカに出会えるかとわくわくします。
時間とお金：10 日間 40 万円の旅 興味のある方は事務局までご連絡下さい。
Email:info@wrj.jp Tel:044-949-1068
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第 300 回定期ラン(since1994)が、皇居周回コースで開催されました(5 月 12 日)
この定期ランを創作した小坂さんも久しぶりに参加。また、ラン終了後、お祝
いの会が行われ、小坂さん、元 WRJ ランニングコーチ柏さん、定期ラン現マネ
ージャーの佐藤高志さん＆和田さん、関わっていただいた鈴木さんに感謝状と
WRJ ロゴ入りビールが贈呈されました。参加の皆さんには記念のワンカップ酒
が振る舞われました。いずれも矢崎さんの貢献です。ありがとうございました。
第 300 回定期ランに寄せて 1 回～200 回

常連の森さんと平田さん

定期ランマネージャー 小坂 雪雄(WRJ 理事)

私が 200 回の開催をひとくぎりとして、
2011 年 1 月にマネージャーを退いてから 8 年以上が経ちました。
第 1 回の定期ランは 1994 年の 6 月に半蔵門をスタート地点として開催しました。当時の私は WRJ のア
フリカプロジェクトに参加したことがきっかけでランニングを始めたばかりで、走ることが楽しくなってい
る時期でした。この頃の WRJ はワールドさん(支援活動中心の人)とランナーさん(走る人)が分かれていて、
走る人はそれほど多くはいませんでした。走る機会を増やしたいと思って、
「定期的に走る機会を作りませ
んか。
」と加藤代表に話したのが定期ランのスタートのきっかけです。
最初の頃は参加者も少なく、参加者 2 名ということもありました。その後、スタート地点を竹橋の和気清
麻呂像前に変更し、徐々に参加者も増えていきました。定期ランでは本当に多くの人と出会うことができま
した。また、参加してくれた皆さんが定期ランの運営にも関わってくれました。定期ランが続けられたのは
参加してくださった全員の力によるものです。定期ランは 100 回までと決めていましたが、多くの方から
背中を押されたこともあって、気がつくと 100 回を超え、150 回を超えて、200 回になっていました。次回
からは新たな 100 回が始まりますが、今後も続いてほしいと願っています。

第 100 回

第 200 回

第 300 回

第 201 回定期ランから引き継いだ 定期ランマネージャー 佐藤 高志(WRJ 副代表理事・運営委員)
2011 年 1 月の第 200 回定期ランで、
小坂理事から定期ランマネージャを引き継いでなんと 100 回目です。
引き継いだ翌月の定期ランの前日が新春ランニング感謝祭でした。この実行委員長も引き継ぎましたので初
物二つをあたふたとこなして、定期ラン 201 回が終了しました。
翌 3 月に東日本大震災があり、201 回休みなく続いた定期ランを初めて休会としました。この時、佐藤は、
アメリカ出張で詳しいことが分からないまま定期ラン中止を連絡しました。
引き継いだ時に心配事が一つありました。それは、雨の場合の対処法です。定期ランマジックの一言でし
た。天気予報が雨でも、朝から土砂降りでも、第二日曜日の午後は、走れる程度には、雨は落ちつくらしい。
定期ランマジックに甘えつつ、ついに 80 回、走るにはつらい冷たい雨になり、竹橋から皇居の二の丸庭園
を散策して新橋までのウォーキング、さらにもう一度、今度は、福島県アンテナショップ経由で東京駅まで
の 2 回のランなし定期ランが発生してしまいました。
新しい試みとして、いろいろなところで走ろうという「不定期ラン」、平日の夜の皇居ランとして「てけ
らん」を始めました。皇居周回コースは、ランニングのメッカとなり、走ることが制限されるようになって
きました。皇居以外では、荒川・北千住、国立・昭島、お台場、WRJ ワークスペースをベースにした定期
ランを開催しています。
これからも楽しく走って飲む定期ランを続けていきます。お付き合いください。
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七夕募金のお知らせ
クリスマス募金、お雛様募金にご参加いただいた皆様ありがとうござ
いました。今回も女性の自立とリーダーシップの醸成を目的とするタン
ザニアの貧しい女子生徒の為の奨学金に対する期間限定の七夕募金を募
ります。子どもたちの未来にお金でのサポートをよろしくお願いします。
期間：2019 年 6 月 29 日(土)～7 月 31 日(水)
詳細は、同封チラシをご覧ください。

WRJ 主催の 3 つの練習会のご案内
定期ラン（since1994）
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。

不定期ラン（since2013）
定期ランの参加者が、街や季節を楽しむランと
して企画しています。開催日もコースもみんなで

皇居周回コース(1 周 5km)で、平川門前をスタート

創ります。クリスマスにサンタの衣装で横浜を走

し、走力に合わせて 1～3 周を走ります。(年に数回、

り中華街での懇親会、味の素スタジアムでの 6 時

皇居以外の多摩川や荒川等で開催しています)。

間耐久レースやチャレンジ 2020 リレーにメンバ

終了後神田駅周辺(遠征した場合は、最寄り駅の周
辺)で懇親会を開催しています。
「魚民」など
今後の開催予定

ーを募って、参加しています。定期ランの合間、
ちょっと違ったところを走ってみたい方、一緒に

第 302 回 7 月 14 日 荒川・北千住コース

走りませんか。

第 303 回 8 月 11 日 皇居周回コース

定期ラン連絡用メールに問い合わせください。

第 304 回 9 月 8 日 皇居周回コース

定期ラン不定期ランへの参加希望・ご質問
『てけらん』☆皇居 Run＠平日夜（since2016）
300 回を迎えた定期ランに負けないよう、平日夜の
皇居ランである「てけらん」も無事に 30 回を迎える
ことができました。思い返すとあっという間ですが、
これまでに参加いただいた方には、感謝、感謝です。

編集後記 1995 年 11 月に勤めていた会社でボラ
ンティア 1 日体験 DAY というイベントがありま
した。僕は、視覚障碍者の伴走体験の企画リーダ

でも、もっと幅広くたくさんの方に、WRJ に関わっ

ーとして参加、その懇親会で WRJ のメンバーに

て欲しいと思っております。引き続きゆるーく、参加

出会いました。そこで小坂さんに声をかけていた

しやすい雰囲気で開催してまいります。

だき、翌年 1 月定期ランに参加しました。僕の

暑くなってきましたが、この夏も元気に乗り切るた
めにも、仕事帰り軽くランニングいかがですか。
ご興味ある方、初参加大歓迎です。お気軽にご参加
ください。

田口 達(WRJ 運営委員)

参加希望、ご質問のある方は、田口まで(WRJ ホー
ムページ）ご連絡ください。連絡が取れない場合は、
WRJ 事務局までお願いします。044-949-1068

地

定期ラン連絡用メール(teiki-run@wrj.jp)にお願
いします。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）

WRJ 活動の源泉です。その定期ランも 300 回、
この 25 年間大勢の方に手伝っていただきました。
平成元年 1989 年 8 月 12 日開催のモスクワピー
スマラソンから WRJ が始まったそうです。WRJ
の源泉を知り、30 年間を振り返り、未来を創作す
る WRJ 創立 30 周年記念パーティーにぜひお越し
ください。よろしくお願いします。
徳永京一(WRJ 副代表理事・運営委員)

