
  2020 年度事業計画
         法人の名称 特定非営利活動法人 ワールドランナーズ・ジャパン

１ 事業活動方針
新たな組織体制の元、これからの WRJ の在り方を模索する１年とする。より存在感のある団体となるよ
う、既存のプログラム・プロジェクトにとらわれず、新たな視点を持って取り組み、さらに仲間を増やす
よう積極的に動く１年間とする。
参加するすべての人が責任を持ちつつ、それ以上に自分の楽しみ・やりがいを持てる組織となるよう活動
する。

２ 事業内容
（１） 特定非営利活動に係る事業

① ランニング大会等の開催に関する事業

ア WRJ AFRICA パートナーシップラン in 稲城
  ・内容 ：アフリカの子ども達をサポートするための一定時間内にどれだけの距離を走れるかを

チームで競うリレーイベントで、参加者からの寄付と参加費から開催経費を除いた額
を現地の子ども達の未来の為に貢献することを目的とし、３時間の部１時間３０分の
部を設け、3 時間はリレーと個人走の 2 種目、1 時間 30 分はリレーのみ合計 3 種目
で開催しているが、新型コロナウイルス感染拡大防止のために今年度は中止とする。

    ・日時 ：202０年９月２６日（土）に開催することとして、会場の予約など準備をしていた。
    ・場所 ：稲城市中央公園総合グラウンドとその周辺

イ WRJ 新春ランニング感謝祭
    ・内容 ：「走ることで貢献できてありがとう」をキャッチフレーズに、ハーフ、１０ｋｍ、５ｋ

ｍを走るイベントを開催する。
    ・日時 ：2021 年２月 7 日（日）予定 9：00～14：00

・場所 ：川崎市幸区古市場陸上競技場、多摩川河川敷多目的散策路
・従事者人員 ：80 人
・受益対象者 ：一般市民 100 人
・費用見込み額：228,000 円

   ウ チャリティーリレー for AFRICA
・内容 ：アフリカの子どもたちをサポートするためのリレーイベント 5ｋｍ×2 人～４人で 20

ｋｍを走るリレーと 5ｋｍ個人、3.5ｋｍ個人、同じく 3.5ｋｍキッズとペアの親子 RUN
を開催する。

・日時 ：2021 年５月 16 日（日）予定  9：00～14：00
・場所 ：川崎市幸区古市場陸上競技場、多摩川河川敷多目的散策路
・従事者人員 ：80 人
・受益対象者 ：一般市民 110 人
・費用見込み額：294,000 円

エ チャリティーラン
    ・内容 ：「走ることで世界に貢献」する機会を増やす目的で他のより軽い大会を開催し、貢献す

る機会・WRJ の認知の機会を増やす。
    ・日時 ：未定、年３回程度
    ・場所 ：皇居周回コース 他
    ・従事者人員：30 人/回
    ・受益対象者：一般市民 20 人/回
    ・費用見込み額：96,000 円

   オ 定期ラン
    ・内容 ：毎月第 2 日曜日に開催する。走るという分野から WRJ への参加をウエルカムする定

期的な機会として提供する。
    ・日時 ：毎月第２日曜日 14：40～17：00
    ・場所 ：皇居周回コース 他
    ・従事者人員： 2 人
    ・受益対象者：一般市民 300 人
    ・費用見込み額：10,000 円



   カ てけらん
    ・内容 ：平日夜の時間に皇居周回コースを歩いたり、走ったり気楽に参加出来る週日夜の       

走る機会として提供する。
    ・従事者人員： ３人
    ・受益対象者：一般市民 150 人

・費用見込み額：0 円

キ 不定期ラン
・内容 ：実施時期場所等その都度決定し参加できる人が集まり参加する。街や季節を楽しむラ

ンとして提供する。
・従事者人員：3 人
・受益対象者 ：一般市民 100 人
・費用見込み額：0 円

① 慢性的な飢餓に関する周知事業

ア  ママトゥエンデの会
    ・内容 ：アフリカ OB 会と連携し、WRJ のメンバーが集える場を創る。
    ・日時 ： 未定
    ・場所 ： 未定
    ・従事者人員： 未定

② 周知、啓発事業

   ア 会員・寄付者へのキャンペーン
    ・内容 ：WRJ を応援・アフリカを応援したい人に呼びかけ、仲間になってもらうキャンペーン

を実施する。
    ・期間 ：年間を通じて
    ・従事者人員：18 人
    ・費用額  ：10,000 円

   イ ニュースレター発行
   ・内容 ：「WRJ の今」を会員及びサポーターやイベント参加者に伝えるために発行する。

    ・発行日 ：年３回程度
    ・発行場所 ：WRJ ワークスペース他
    ・従事者人員：延べ 24 人
    ・受益対象者：延べ 530 人（会員及びサポーターやイベント参加者）
    ・費用額  ：100,000 円

③ 海外援助事業

ア AFRICA プロジェクト視察ツアー準備
・内容 ：支援先アフリカの現地の実際に触れ、現地のパートナー達と人間関係を再創作し、プ

ロジェクトの状況を確認し次を創作する。
    ・ツアー予定期間 ：2021 年 7 月～8 月の 10 日間程度の旅程
    ・場所 ：ケニア（ナイロビ）タンザニア（アリューシャ、ブル）
    ・従事者人員： ４～8 人

イ プムワニの給食プロジェクト
    ・内容 ：ケニア首都ナイロビのキコンバスラムにある、イスラム系診療所プムワニで行なってい

るスラムの子どもたちへの栄養改善プロジェクトを、日本のＮＧＯ「アフリカと神戸俊
平友の会」を通してサポートする。

    ・日時 ：週中の昼食給食
    ・場所 ：ケニア首都ナイロビのキコンバスラム
    ・従事者人員： １人
    ・受益対象者：キコンバスラムの概ね 10 歳以下の子ども達 40 人～60 人
    ・費用額  ：150,000 円



   ウ 奨学金プロジェクト基金
    ・内容 ：貧困のため上級学校（セカンダリースクール 4 年＋ハイスクール 2 年）に行けない優

秀な女子学生たちに奨学金を提供しコミュニティーでの女性の地位向上やリーダーシ
ップを醸成する。

    ・日時 ：2020 年 1 月～12 月
    ・場所 ：タンザニアの北部アリューシャ州
    ・従事者人員： １人
    ・受益対象者：女子学生 12 人（ハイスクール：4 人+セカンダリースクール：８人）
    ・費用額  ：734,400 円（650 ドル×4+500 ドル×8 人＋コーディネート費 200 ドル＝

6,800 ドル） ※1 ドル＝108 円

エ バニー小学校校舎建設プロジェクト
    ・内容 ：ブル、バニー村にある小学校から 2 教室と職員室建設への支援要請の打診があった。

支援申込書と予算書の内容確認し支援を検討する。
・日時 ：通年
・場所 ：タンザニアのブル
・従事者人員 ：1 人
・受益対象者：バニー小学校生徒 294 名とその家族、バニー村の人々
・費用見込額：2,500,000 円

オ WRT オフィス維持費サポート基金
    ・内容 ：ＷＲＴが銀行口座を開設するために法人格を取得することが必要になった。この    

ためにオフィスが必要となり、ＷＲＪへサポートするものである。
    ・日時 ：2020 年 1 月～12 月
    ・場所 ：タンザニアのアリューシャ
    ・従事者人員： １人
    ・受益対象者：ＷＲＴのサポートを受ける地域社会の人々
    ・費用額  ：129,600 円（100 ドル×12 月＝1,200 ドル） ※1 ドル=108 円




