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 2019年以来の 

WRJ AFRICA 

パートナシップラン in 

稲城 開催！ 

2020 年、2021 年と新型コロ

ナウイルスにより開催中止となっ

ていたアフリカパートナーシップラン

in稲城、2022年は無事開催

しました！！ 

 
   

 WRJ通常総会開催 

NPO法人になり 12期目

の通常総会を開催しまし

た。 

 

 

第 5 回 AFRICA パートナーシップラン in 稲城開催！ 
     

いました。 ゴール後の充実した表情や笑

顔も沢山ありました。 皆さんの熱意とご協

力で 3年ぶりの大会を開催でき大変嬉

しく思います。  

今回も参加費から経費を除いた余剰金

や寄付金は、WRJのアフリカプロジェクト

資金として使わせていただきます。 

これからも”走ることで貢献する”という機

会を創っていきます。来年 2月には川崎

市古市場陸上競技場で「新春ランニング

感謝祭」を開催します。皆さまの参加をお

待ちしています。 

第 5 回WRJ AFRICAパートナーシップラン in稲城  

実行委員長 金子良太 

 

9 月 24 日(土)、『第 5回 WRJ 

AFRICAパートナーシップラン in 稲城』

を稲城市の中央公園で開催しました。 雷

の予報も出て直前まで開催できるか、また

ランナーが来てくれるかと心配しましたが、約

90名がランナーやボランティアとして参加

し大会を盛り上げてくれました。  

あいにく朝から雨でしたが殆どのランナーが

集まり、これまで通り開会式ではWRJ アン

バサダーの歌手 Sunny さんがタンザニア

国歌を独唱し大会がスタートしました。 路

面のコンディションは良くなくコース上には水

溜りもできましたが、どのランナーも全力で

走り、チームメイトに大きな声援を送って 

   

今後の大会予定 

2023 年 2月 5 日（日） 

パートナーシップラン in稲城  

   エントリー受付中です！！！ 

    

 

発行者    加藤 典宇暉 矢崎 芽生 

発行所（特活）ワールドランナーズ･ジャパン 

〒214-0006 川崎市多摩区菅仙谷 2-17-1-108 

TEL/FAX 044-949-1068 http://www.wrj.jp/ 

 

 

http://www.wrj.jp/


 

    

発行番号  |  2022年 10月  |  第９９号 
 

＜参加人数＞ 

 参加者 ｴﾝﾄﾘｰ 参加率 

ポレポレリレー 16 ﾁｰﾑ 16 ﾁｰﾑ 100％ 

ポレポレラン 2 人 3 人 66.7％ 

合計 72人 73人 98.6% 

＜12 時時点での気象庁データ(府中)＞ 

 天気：雨 気温：22.6℃ 湿度：100％ 

 平均風速：0.6m/s 平均風向：北東 

スタッフ・ボランティア 22人(内ランナー1 人含む) 

 

AFRICAパートナーシップラン in稲城 スタッフ・ボランティア 22名の皆さんありがとうございました！！ 

畔蒜 克昌、畔蒜 大貴、大野 みどり、Sunny、大渕 秀仁、加藤 典宇暉、金子 良太、菊池 美玖、佐藤 高志、 

佐藤 高正、佐藤 翔、嶋永 誠二、住吉 健、竹田 憲一、中田 彰生、松川 文子、丸山 明子、森 弘次、矢崎 芽生 

和田 基靖、佐々木 教雄、本橋大輔（敬称略） 

チャリティー額  53,419円となりました。ありがとうございました！ 

 

  

 

 １位  ２位 ３位 

ポレポレリレー No.9 すずらん A No.19 二子玉川走友会 5 No.17 二子玉川走友会 3 

 39周 3h01m34s 37周 3h01m59s 37周 3h02m50s 

ポレポレラン No.101 埼玉のはるな愛  No.102 東北のノリオ  

 22周 3h03m08s 21周 3h05m39s  
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WRJ通常総会の報告 
 

   

 9 月 10 日（土）に特定非営利活動法人ワールドランナーズ・ジャパン第 12期の通常総会を開催しました。今年も新型ｺﾛﾅｳｲﾙ

ｽの感染拡大防止に鑑み、オンラインでの開催となりましたが、12 名の正会員の方が参加してくださり、多くの意見をいただき、有意

義な総会となりました。書面決議をしていただいた 7 名の正会員の方のご意見も受け、役員の選任、事業報告・決算、事業計

画・予算と承認をいただくことができました。 

今期で、役員の斎藤健三さんが退任となります。設立当初からの理事を務めていただき、大きな貢献をしてくださいました。今期での

退任は大変残念なのですが、これまでのご貢献・ご活躍に大変感謝いたします。 

 
2022/23 年度役員体制 

代表理事 加藤 典宇暉、矢崎 芽生 

副代表理事 佐藤 高志、金子 良太 

理事 

和田 基靖、佐藤 高正、清水 宣子、
久保 正義、細貝 博、小坂 雪雄、 
上川路 正信、土屋 祐巳子、 
山田 晃弘、内田 浩之 

監事 田中 克彦、佐藤 透 
 

  

素敵な寄付をいただきました！ 
 

   

2020 年にチャリティーランを開催した際、活躍して下さった杉江杏野さん（お母様は杉江

理絵子さん）が、素敵な寄付をしてくださいました。今年の２月から半年間ウィーンに留学

していた時に、ヴァイオリンの路上演奏を行なった時に集めたものだそうです。活動に、アフリ

カに心を寄せてくださっていることに感動しました！ 

 

アフリカの支援金を募集しています。 

目標 100万円。ぜひご協力ください！ 

 

今後も安定した継続支援のために、サポーター・ 寄付のご

支援をよろしくお願いいたします！！！！ 

ご支援の方法 

  

  ◆クレジットカードによる寄付は下記のサイトをご利用ください。 

   https://bokinchan3.com/wrj/donation/bokin/page1.php 

  ◆クレジットカード以外のお振込み 

   郵便振替口座 

    ００１９０－６－５６６９９７ 特活 ワールドランナーズ・ジャパン 
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「 第 24回 ワールドランナーズ・ジャパン（ＷＲＪ）新春ランニング感謝祭」 

を開催します！！ 
   

次回は、2 月のWRJ新春ランニング感謝祭の実施を予定しています。 

日時：2023年 2 月 5 日  

場所：神奈川県川崎市幸区多摩川緑地内「川崎市古市場陸上競技場」 

種目：★ ハーフマラソン、★ 10㎞、★ 5 ㎞  

参加費：3,000円（中学生以下 1,500 円） 

チャリティー：参加費から保険料等必要経費を引いた余剰金を飢餓の終わりのために活動しているWRJの

運営費に充当させていただきます。 

※詳細は、 http://www.wrj.jp/event をご覧下さい。 

 

チャリティーラン 復活？！  

  

正式決定はまだしていませんが、12 月 17 日か 18 日に皇居周回コースを利用して、チャリティーランを開催することを企画しています。た

だ、桜田門前広場の利用の許可申請が 11月 21日よりとなっており、許可が取れ次第の募集となります。ご関心のある方はぜひ HP等

でチェックしてください。 

定期ラン、てけらん情報！ 
 

  

定期ラン(第二日曜日午後)、てけらん(月末平日夜)も徐々に再開しています。 

リモートで続けていた定期ランは、有志で郊外での開催を経て、皇居に戻りつつあります。 

ぜひこちらにもご参加ください。 

定期ラン 

毎月第 2日曜日午後 3時半頃から 

皇居もしくは荒川・多摩川などで開催  

今後の開催予定 

342回 11月 13日 皇居  

343回 12月 11日 皇居 

      ※コロナ等の事情により変更の可能性があります 

てけらん 

月末頃の平日夜 19時から 皇居で開催 

 参加ご希望の方は、info@wrj.jp または teiki-run@wrj.jp までご連絡ください。 

                

  

  

編集後記 

稲城の大会は久しぶりに Sunny さん、丸山さんのお二人のアンバサダーに来ていただけました。彼女たちのパ

フォーマンスに力をもらい、すごく楽しい大会となりました。 （矢崎） 

mailto:info@wrj.jp
mailto:teiki-run@wrj.jp

