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 神戸 YMCA チャリティーラン事務局 

〒651-2102 神戸市西区学園東町 2-1-3 

TEL:078-793-7401 FAX:078-793-7433 

 

LOVE ON THE RUN 

私たちは障がいのある子どもたちを応援しています。 

第 18回 神戸ＹＭＣＡ 

インターナショナル・チャリティーラン 2015 

報告書 

 

 

 

 

 

 

 

日時 ２０１５年１１月３日（・祝） 

会場 しあわせの村運動広場（神戸市北区） 

主催 公益財団法人 神戸ＹＭＣＡ 

共催 ワイズメンズクラブ国際協会西日本区六甲部 

ＹＭＣＡ国際賛助会 

 
 
後援：          ＜順不同、敬称略＞ 
内閣府、厚生労働省、(社福)全国社会福祉協議会、 
兵庫県、神戸市、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、
（公財）神戸市スポーツ教育協会、神戸市ＰＴＡ協議会、 
国際ロータリー第２６８０地区、 
ライオンズクラブ国際協会３３５-Ａ地区、 
(公財)こうべ市民福祉振興協会、 
(社福)神戸市社会福祉協議会、(一社)神戸青年会議所、 
神戸商工会議所、(株)神戸新聞社、NHK神戸放送局、 
(株)サンテレビジョン、兵庫体育・スポーツ科学学会 

 

協賛団体・個人（協賛品、協賛物品、バザー等） 

＜順不同、敬称略＞ 

ご支援、ご協力ありがとうございました。 

 

（団体） 

キャセイパシフィック航空日本支社、 

アメアスポーツジャパン株式会社、ネスレ日本、 

ANA クラウンプラザホテル神戸、ホテル竹園芦屋、 

ロイヤルオークホテル スパ&ガーデンズ、 

神戸メリケンパークオリエンタルホテル、 

ホテルオークラ神戸、ホテルプラザ神戸、 

ホテル シーショアリゾート、サンヨー環境株式会社、 

神戸ポートピアホテル、神戸三宮東急 REI ホテル、 

グリーンヒルホテル神戸、マリーアンジュ、 

ウェスティンホテル淡路、メガネのトミタ、 

株式会社シミズテック、株式会社サクラクレパス、 

ゴンチャロフ製菓株式会社、ホテル アナガ、 

カフェ・ベーネ、神戸ヒゲクラブ、ローテ・ローゼ、 

ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド、 

軽井沢プリンスホテル、株式会社神川工務店、 

小倉サンダイン株式会社、ジェム・パールツツミ、 

オリジン電気商事株式会社、東光碍子株式会社、 

日本ビューホテル株式会社、株式会社ウイング、 

株式会社サンケイビルマネジメント、虎屋末吉、 

芦屋ワイズメンズクラブ、西宮ワイズメンズクラブ、 

宝塚ワイズメンズクラブ、神戸ワイズメンズクラブ、 

神戸ポートワイズメンズクラブ、 

学園都市ワイズメンズクラブ、 

神戸西ワイズメンズクラブ、さんだワイズメンズクラブ、

西神戸 YMCA幼稚園児有志、三宮リーダー会、 

西宮 YMCA リーダー会、YMCA保育園有志、 

余島野外活動センター 

（個人）             ＜順不同、敬称略＞ 

水野雄二、橋本和子、廣瀬一雄、加藤侃彦、 

大倉正子、篠坂幸彦、柏原佳子、五十嵐政二、 

福原吉孝、渡辺倫子、羽太英樹、上野恭男、 

桑野友子、清水泰人、小野勅紘、舘忠之、 

長内建佑、服部礼、城純一、万本敬一、岡ちなつ、 

武田寿子、福田宏子、川崎孝子、冨田康治、 

阪上和子、濵瀬英彦、濵瀬真知子、小田浩、 

山口吉郎、坂東幸子、多胡葉子、青柳美知子、 

鯖尻佳子、杉谷和代、梶村昌弘、宗利富士子、 

橋本季美枝、若林成幸、井出浩、熊谷郁子、 

濵浩一、丹家元陽、鈴木誠也、山本常雄、大野勉、 

山本容子、美崎晋、山本光央、松田康之、 

松森正樹、井上真二 



「実に、あなたがたこそ、わたしたちの誉れであり、 

喜びなのです」 

公益財団法人神戸 YMCA  総主事  井上真二 

 

神戸YMCAのチャリティーランは 1998年に第 1回目がしあわせの村で

始まり、今年で18回目となりました。第 1回目の 1998年という年は未曾有

の大災害と言われた阪神淡路大震災からまだ 3年で震災の爪あとが残っ

ておりました。募金を集めるのも難しい状況でしたが、それでも多くの参加

者や協賛者を得たいと実行委員会でアイデアを出していただきました。

安い参加費で多くの人が参加することができる大会、賛助金の多い少な

いよりも多くの人が楽しめる大会にしたい、それがこの神戸 YMCA チャリ

ティーランの始まりでした。 

「実に、あなたがたこそ、わたしたちの誉れであり、喜びなのです」は聖

書のテサロニケの信徒への手紙にかかれており、今年の神戸 YMCA の

年間聖句です。隣人を愛するように自分のことを愛するという言葉があり

ますが、そもそも自分のことを愛せない、自尊感情の低い子どもや若者、

大人が増える中で、そのひとりひとりに呼びかけるメッセージでもあります。

またＹＭＣＡで活動をしている人だけではなく、まだつながっていない人、

すべての人に呼びかけられているものにしたいという願いがこめられてい

ます。  

そのような願いをこめて、毎年、多くの参加者、ボランティア、来場者を

得て、楽しく、そして多くの募金を得る大会となりました。多くの個人、企業、

団体の皆様のご支援、ご協力を賜りましたことを改めて感謝申し上げま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「共に走った笑顔」 

第 18回チャリティーラン実行委員長 美崎 晋 
  

2015 年 11 月 3 日、神戸しあわせの村に於いて恒例の第 18 回神戸

YMCA インターナショナル・チャリティーランが開催されました。前日まで

降っていた雨もすっかり上がり、当日は朝から秋晴れの絶好の大会日和

となりました。 

今大会は、たくさんの皆さんが共に参加し、共に走り、共に生きるという

ことを感じとっていただきたく準備してまいりました。おかげさまで、今大会

は前回を上回る 1000 名を超えるランナーに参加していただきました。グ

ループランにおいては年々趣向を凝らしたコスチュームでの参加が増え、

観ているだけでもハッピーな気分になりました。また多くの運営ボランティ

アの皆様や協賛企業のご協力のおかげで正に「共に参加し、共に走り、

共に生きる」ということを感じとれた大会になったのではないでしょうか。こ

の場を借りてご協力いただいた皆様にお礼申し上げます。本当にありが

とうございました。 

 今大会では、新たな試みとして「WAR-ED （ウォード）」というバンドに出

演していただきました。大会の趣旨に賛同され、二つ返事で参加を快諾、

好天にも恵まれおおらかな雰囲気でのミニ野外ライブで盛り上がりました。

競技だけでなく、ライブや模擬店など色んな楽しみ方ができたのではない

でしょうか。 

多くの皆様のご協力の結果、今回は昨年を大きく上回る 246 万円余り

のご支援が集まりました。この収益金は、障がいのある子供たちのプログ

ラム支援に用いられます。来年もまた、たくさんの皆さんが共に参加し、共

に走り、共に生きるということを感じとっていただけるような笑顔あふれる大

会にしたいものです。これからもどうぞよろしくご協力の程お願い申し上げ

ます。 
 
【収入】 ※会計は 2015 年 12 月 4 日現在のものです。    金額：円 

参加費 ６９５，０００ 

協賛金 ９９６，３４４ 

協賛バザー ５０１，６１６ 

ラッフル ２６７，８００ 

合計 ２，４６０，７６０ 

【支出】 
郵送費等 ９０，９０２ 

会議費等 ２４，０４４ 

印刷費等 １８０，４９７ 

賞品/賞状/メダル/ゼッケン作成費等 ３５６，９６６ 

交通費 ２２３，５９８ 

食材費等 １９１，６０２ 

会場使用料 １９，２９６ 

事務用品 １４８，０８４ 

保険 ２７，０６０ 

合計 １，２６２，０４９ 

【支援金】 
全国 YMCA障がい児プログラム支援のために ３５９，６１３ 

神戸 YMCA障がい児プログラム支援のために ８３９，０９８ 

合計 １，１９８，７１１ 

競技結果報告 
参加チーム数合計２３２チーム、参加者数１，０３６人、運営ボランティア

２５２人、約１，５００人の観衆に支えられた大会となりました。 

 

小学生駅伝（男子の部） 

順位 チーム名 所属 タイム（分：秒） 

６
年
生 

１ 三木ＪｒＲＣ-Ａ 三木ＪｒRC １５：３７ 

２ 北浜 JRC 北浜 JRC １６：３３ 

３ 北五葉 NAC A 北五葉 NAC １６：４１ 

５
年
生 

１ 三木ＪｒＲＣ-A 三木ＪｒRC １６：１７ 

２ 本山第一 A 本山第一小学校 １７：２０ 

３ ひがまいブラック 東舞子陸上競技部 １７：２１ 

４
年
生 

１ 北浜 JRC（A） 北浜 JRC １６：４５ 

２ 北浜 JRC（B） 北浜 JRC １７：０３ 

３ みかたんず４ 美賀多台小学校 １７：５８ 

小学生駅伝（女子の部） 

順位 チーム名 所属 タイム（分：秒） 

６
年
生 

１ 北浜 JRC 北浜 JRC １５：５０ 

２ 三木 JrRC-A 三木 JrRC １６：０７ 

３ 三木 JrRC-B 三木 JrRC １７：０６ 

５
年
生 

１ 北浜 JRC 北浜 JRC １６：１７ 

２ 北五葉 NAC 北五葉 NAC １８：４４ 

３ 三木 JrRC-A 三木 JrRC １８：４８ 

４
年
生 

１ 北浜 JRC 北浜 JRC １７：１１ 

２ 三木 JrRC-A 三木 JrRC １８：３７ 

３ なぎさルミナス なぎさ小学校 １９：２７ 

１/１０マラソン（男子の部） 

順位 ナンバーカード 氏名 所属 タイム（分：秒） 

１ ３１ 狩野 剛史 ラン整骨院 １４：５０ 

２ ４１ 宮武 幹夫 みかたんずレジェンド １５：０４ 

３ ３３ 澤井 滉志 スペシャルオリンピックス神戸 １５：５４ 

１/１０マラソン（女子の部） 

順位 ナンバーカード 氏名 所属 タイム（分：秒） 

１ ３９ 瓦谷 夏美 ファミリーウエルネスセンター １８：１１ 

２ ４３ 佐藤 麻理子 ファミリーウエルネスセンター ２１：００ 

３ ３２ 管 千里 ファミリーウエルネスセンター ２１：３０ 
 


