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第 8 回 チャリティーリレー for ＡＦＲＩＣＡ を開催！

   
スタート風景(リレーマラソン)

第 8 回チャリティーリレー for AFRICA に御参加頂きましたランナーの皆さん、運営に携わって下さった

ボランティアの皆さん、数ある大会から本大会を選び、そして一緒に貢献して下さって有難うございました。

本大会にはアフリカ各国の大使館の方々もエントリーして下さり、皆さんとともに走られました。また、

NHK ワールド・ラジオ日本の取材も入り、タンザニアでもスワヒリ語で放送されるなど、アフリカとのつな

がりがより顕著となった大会でした。お陰様で当日の天候はやや暑いながらも好天に恵まれ、大きなトラブ

ル等なく終えることができ、アフリカの子ども達への支援という素晴らしい結果を創作することができまし

た。参加料から大会経費を引いた余剰金は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

クトの支援といたします。

主役は約 600 名のランナーの皆さんでございますが、中でも今年は例年以上にキッズ、親子のランナーの

存在感がありました。マナーアップにもご協力頂き、重ねてお礼申し上げます。皆さんの走りに加えてゲス

トランナーのものまねアスリート芸人・M 高史さん、ピアニストの渡部雄太さん、歌手の Sunny さん、ジャ

ンベの大矢理太郎(ミッチー)さん、太極拳の薩田有紀代さん、熊本地震への支援活動された今野貴光(埼玉の

はるな愛)さんといった方々の個性の発揮によって、一味違った魅力的な大会になったと思います。

今回のスタッフ総勢 79 名は WRJ では毎度のことですが全員ボランティア、そのうち半分近くが明治学院

大学の皆さんでした。ランナーの皆さんを若い力で迎えられたことは貴重でした。

まだまだ改善の余地もございますが、今後ともランナー、ボランティアとしての参加、寄付による支援な

どにもつなげていただき、次回の大会で御一緒できる機会を待ち望んでいます。

第 8 回 チャリティーリレー for AFRICA 実行委員長 和田 基靖(WRJ 理事・運営委員)
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種目 エントリー数 参加者数 参加率

リレー 83 ﾁｰﾑ 83 ﾁｰﾑ 100%

5km 66 人 52 人 79%

3km(ｷｯｽﾞ) 19 人 15 人 79%

親子 66 組 62 組 94%

第１位 第２位 第３位

リレー
140 海自呉かしま

1:17:07
160 海自呉かしま亀

1:24:50
145 タケダ湘南 A

1:26:53

5km(男性) 1011 新名亮太

18:39
1029 佐々木唯吉

19:09
1065 布川直人

21:55

5km(女性) 1014 飛田野直美

23:08
1053 大久保裕子

24:10
1017 中山知奈美

24:57

3km(ｷｯｽﾞ) 6 渡邊銀雅

13:13
3 吉田琉人

13:21
16 渡邊瑠輝

13:22

親子
543 松岡マラソン

13:42
552 あきらっち

14:40
514 ぐっちゃん

15:30

≪当日の気象≫ 12 時時点

  天気：快晴

気温：20.4℃
湿度：55％
風速：4.4m/s

≪チャリティー額≫
    304,228 円
参加費+寄付金+小銭募金－開催費用

≪小銭募金コンテスト≫
    優勝：久原 奈穂 様

≪スタッフ・ボランティア≫     
    79 人

～第 8 回 チャリティーリレー

for AFRICA～

結果報告

歌手の Sunny さん M 高史さん

太極観伝動師(薩田 有紀代さん)によるスタート前のストレッチ

WRJ のサポーターの山下裕昌さん(山崎製パン㈱に勤務)が、600 人分を超える
自社製品を提供して下さいました。ありがとうございました。

M 高史さん http://ameblo.jp/monomane-athlete-mikami/day-20160516.html
渡部雄太さんは、M 高史さんの紹介です。知的障がい・自閉症の天才ピアニスト

Sunny さん： http://happysunny.me/

薩田有紀代さん：http://yukiyosatsuta.nohgaku.com/?cat=7

普段はセーラー服姿の埼玉のはるな愛さん
https://www.facebook.com/takamitsu.konno

ジャンべのミッチーさん
https://www.facebook.com/michitaro.oya

スタート中継ゴール会場 ジャンべのミッチーさんピアニストの渡部 雄太さん



地

天

   

チャリティーリレー for AFRICA を終えて(WRJ ブースより)

WRJ ブースでは、アフリカ支援プロジェクトへの募金活動を行いました。今回はさらに、熊本地震の

被災者支援活動を！ということで、ランナーとして毎回盛り上げて頂いている“埼玉のはるな愛”さんが、

あのくまモンに扮して募金活動をしてくださり、14,580 円ものチャリティーが集まりました。

また、「ランナーの皆様に飲んで、食べて、WRJ を知ってもらう」をスローガンに、ケニアビール「タ

スカー」、春巻きに似た人気のおつまみ「サモサ」の販売を行いました。天候・気温も程よく、ビールは

無事完売、サモサも多くを販売することができました。「暑いけど、頑張って！」と声援を頂き、購入し

て下さった皆様、ボランティアの皆さん、本当にありがとうございました。

バナナ配付やジャンベワークショップなど、今回はイベント盛り沢山で、皆さんに少しでも「アフリカ

の空気」を感じて頂けたのであれば嬉しいです。来年もぜひお誘いあわせの上、ご参加ください！スタッ

フ一同、お待ちしています！                     飯田 正一(WRJ 運営委員)

ＮＨK ワールド・ラジオ日本の取材を受けました。

チャリティーリレー for AFRICA と WRJ について、NHK 国際放送スワヒリ語班から取材とインタビ

ューを受けました。タンザニアでは、TBCFM（現地時間 5 月 17 日(火)20：30～）から放送されました。

下記 NHK 国際放送局 HP で約 1 か月間、放送内容を聴くことができます。下記 HP に入り「Sikiliza」
ボタンを押すと放送が流れます。30 分番組の後半 13 分間位です。タイマーを 16 分 20 秒に合わせると

後半が始まります。http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/sw/radio/focus/201605130557/

第８回チャリティーリレー ｆｏｒ ＡＦＲＩＣＡスタッフ・ボランティア

和田 基靖 加藤 典宇暉 久保 正義 矢崎 芽生 鈴木 香子 金子 良太 佐藤 高志 飯田 正一 細貝 博 小笠原 香奈子 中島 翔平

岡林 あす香 中田 彰生 佐藤 高正 斎藤 健三 徳永 京一 小林 恵子 前田 くるみ 山口 結子 多田 育代

上嶋 アレキサンダーロナルド 石川 真帆 大矢 理太郎 大門 果琳 大野 みどり 橋尾 一志 武田 美和 Sunny

西崎 まりな 西川 莉央 柏 正俊 鈴木 香奈 新川 菜生 渡辺 桃 小林 優樹 藤井 恵輔 露木 章太

新里 馨 薩田 有紀代 小林 賢司 江崎 礼子 和田 愛美 佐藤 毬 前島 真織 小宮山 冬花 山崎 那緒

李 ヒョンジュ 谷川 愛賀 須々木 美穂 橘田 樹 磯村 彩花 横浜 菜奈子 長嶋 美紀 桐山 聖奈 中館 桃香

阿部 ひかり 韮澤 明依 水上 雅輝 杉浦 正宣 井上 凛 住吉 健 関口 ひかり 上田 純 國廣 貴朗 菊地 広孝

嶋永 誠二 森 弘次 小川 望 矢部 健一 渡辺 隆司 笹栗 利世 奈須 ひなた 菊池 芳江 塩谷 泉季 加藤 有紀

小田 和則 鹿田 光沙 村上 紗生 今野 貴光（敬称略）

スタッフ・ボランティア集合（ワールドランナーズ・タンザニア(WRT)のスーレ代表を捜しましょう）
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編集後記

NHK ワールドラジオ日本の放送で会場の雰囲気が良く分かり

ます。インタビューを受けた方の声も入っています。WRT のス

ーレさん、聴いて貰えたかなぁ。皆さん、スワヒリ語の放送です

が、ぜひお聴き下さい。                     （徳永 京一）

     WRJ 総会のご案内

日時：2016 年 9 月 3 日(土)16 時～

場所：WRJ ワークスペース

川崎市多摩区菅仙石 2-8-1-201
・2015 年度事業報告決算報告等

・2016 年度事業計画活動予算等

終了後に懇親会を行います。

総会資料は、8 月 20 日(土)に発送します。

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、平川門前の広場を

スタートし、走力に合わせて 1～3 周を走ります。

年に数回、多摩川や荒川等でも開催します。

終了後 18 時から懇親会を開催しています。

(神田駅周辺「白木屋」など）

〇参加希望・ご質問に関して

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、鈴木理事に届きます。

※連絡が取れない場合は WRJ 事務局まで

（044-949-1068 加藤方）

次回：6 月 12 日(日) 荒川河川敷

15 時 15 分 北千住駅集合

  18 時頃から北千住駅周辺で懇親会の予定

以降：7 月 10 日、8 月 14 日 皇居周回コース

  14 時 40 分: JR 神田駅北口 改札口前集合

  15 時 30 分: 平川門前の広場集合(東西線・竹橋駅)

定期ラン（since1994）のご報告

3 月は皇居を離れ、稲田堤の WRJ ワークスペ

ースからよみうりランドやジャイアンツ球場の

ある多摩丘陵を巡るコースを走りました。懇親

会はケニアのビール｢タスカ｣と加藤代表の手料

理を堪能しました。

4 月も皇居を離れ､多摩川を走りました。コー

スは国立温泉湯楽の里から上流に昭島付近ま

で。宴会場所の桜はほとんど終わっていました

がコース上には若干桜が残っていてちょっと遅

い花見ランとなりました。アフターは温泉でく

つろいで川原での青空宴会になりました。

5 月は、和気清麻呂像の公園が工事のため終了

まで 200m ほど先の平川門前で集合しました。

熊本地震における災害派遣レポート

本業でこれまでも震災対策や復興支援に従事する機会がありましたが、2016 年 4 月 24 日(日)から同 30
日(土)までの1週間、熊本地震における災害派遣として熊本県御船町に出張してきました。個人的には2014
年 4 月から 2016 年 3 月までの 2 年間の福島県への派遣を終えたばかりのところでしたが、2016 年 5 月

16 日には茨城県南部を震源とする地震も起きるなど、災害はいつどこで起きるかわからないということを

あらためて痛感しています。

熊本出張は現地の事情を勘案して往路は羽田空港から鹿児島空港へ、そこでレンタカーを借りて、宿泊

地は佐賀駅前のホテルとし、連日御船町と往復する形を取りました。復路は佐賀空港から羽田空港となり

ました。現地では避難所を訪問するなどしましたが、道路の亀裂や倒壊家屋の瓦礫、屋根のブルーシート、

車中泊などが目立ちました。交通規制の箇所も多く、また、官民問わず全国からの支援車両の影響もあっ

てか渋滞も頻発していました。しかし、そのような中でもジョギングされている方を何人も見かけました。

避難所でお会いした方も含めて過酷な環境の中でも前向きに振る舞われている様子をお見受けして、むし

ろ力づけられました。

東日本大震災で単発ボランティアに何度か参加したことがありますが、一部ではボランティアの在り方

が問われているようでもあります。無理なくできる範囲での支援を実践すると同時に、忘れずにやってく

る災害に対する備えも大事であると思うところです。          和田 基靖(WRJ 理事・運営委員)


