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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 

あなたが走るとハッピーになる子どもたちが増えます。 

第 19回 神戸ＹＭＣＡ 

インターナショナル・チャリティーラン 2016 

報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 ２０１６年１１月３日（木・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、 

サンヨー環境株式会社、ホテルプラザ神戸、 

ホテル シーショア・リゾート、小豆島国際ホテル、 

ベイリゾートホテル小豆島、ウェスティンホテル淡路、 

ラフォーレ琵琶湖、株式会社神戸クルーザー、 

ローテ・ローゼ、ゴンチャロフ製菓株式会社、 

plug078、ロイヤルオークホテル スパ＆ガーデンズ、 

神戸ポートピアホテル、グリーンヒルホテル神戸、 

株式会社 シミズテック、ホテルオークラ神戸、 

ANA クラウンプラザホテル神戸、カフェ・ベーネ！、 

池の平ホテル＆リゾーツ、カワサキワールド、 

ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド、 

神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ、ホテル アナガ、 

神戸三宮東急 REIホテル、湯原温泉 八景、 

浅草ビューホテル、小倉サンダイン株式会社、 

株式会社関西コーヒー神戸営業所、ジェム・パール、 

ネスレ日本株式会社、株式会社神川工務店、 

オリジン電気商事株式会社、東光碍子株式会社、 

株式会社ミライロ、株式会社淡路屋、ホテル竹園芦屋 

スペシャルオリンピックス日本・兵庫、マリー・アンジュ、 

居酒屋 酒肴ノ宿 「夢吉」 

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、神戸西ワイズメンズクラブ、 

神戸ポートワイズメンズクラブ、神戸ワイズメンズクラブ、 

学園都市ワイズメンズクラブ、さんだワイズメンズクラブ、 

神戸学園都市 YMCA こども園、三宮リーダー会、 

西神戸 YMCA幼稚園児有志、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＞ 

 

舘 忠之、長内 建佑、水野 雄二、青柳 美知子、 

加茂 周治、丹家 元陽、小野 勅紘、井出 浩、 

清水 泰人、多胡 葉子、橋本 和子、服部 礼、 

山本 光央、万本 敬一、大野 勉、梶村 昌弘、 

熊谷 郁子、福田 宏子、濵瀬 英彦、藤井 久子、 

濵瀬 真知子、美崎 晋、山本 常雄、山本 容子、 

緒方 碧、竹友 英寿、角谷 昇祐、川崎 孝子、 

大田 厚三郎、鈴木 誠也、上野 恭男、小田 浩、 

柏原 桂子、福原 吉孝、羽太 英樹、島田 亘、 

桑野 友子、上杉 徹、岡山 泰典 井上 真二、 



「平和な人には未来がある」 詩編 37編 37節 

公益財団法人神戸 YMCA  総主事  井上真二 

 

今年で 19回目となった神戸 YMCAのチャリティーランは 1998

年に第 1 回目が開催されました。1998 年という年は阪神淡路大

震災から 3 年でまだまだ震災の爪あとが残っており、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す。そして今回の大会もたくさんのラン

ナー、来場者を得て、笑顔あふれる大会、そして多くの募金を得

る大会となりました。これまで、しあわせの村でこの大会を続ける

ことができたのは多くの個人、企業、団体のご支援ご協力、そして

多くのボランティアの皆様が支えてくださったからです。改めて心

からお礼を申し上げます。来年は記念すべき第 20 回目の大会と

なります。これまで同様、すべてのいのちが光り輝くような活動を

続けていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
【収入】 ※会計は 2016年 11月 30日現在のものです。   金額：円 

参加費 ６２７，０００ 

協賛金 １，０３６，２７５ 

協賛バザー ３９６，４５０ 

ラッフル ２６３，９００ 

合計 ２，３２３，６２５ 

 

「笑顔をありがとう」 

第 19回チャリティーラン実行委員長 美崎 晋 

 

2016 年 11 月 3 日、神戸しあわせの村に於いて恒例の第 19

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。朝から雲一つない秋晴れの絶好の大会日和となりました。 

今大会は、「あなたの笑顔がみんなの笑顔になる」ことを感じと

っていただきたく、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モットーに準備してまいりました。小学校の行

事との重なりなどで、参加者の減少が懸念されましたが、おかげ

さまで、今大会も多くのランナーに参加していただきました。また、

ランナーのみならず、応援のご家族や友人の皆様の参加も増え

て賑やかな大会となりました。さらにグループランではコスチュー

ム、パフォーマンスとも年々趣向を凝らしたチームが増え、華やか

で楽しい雰囲気で執り行えました。今年も審査員泣かせのグル

ープランでした。 

今大会も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「あなたの笑顔がみんなの笑顔になる」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。 

 好天にも恵まれ、多くの皆様に参加していただいたおかげで、

競技だけでなく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。 

皆様のご協力の結果、今回は昨年を大きく上回る 260 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、「あなたの笑顔が

みんなの笑顔になる」ということを感じとっていただけるような大会

にしたいものです。今後ともどうぞよろしくご協力の程お願い申し

上げます。 

 
【支出】 
郵送費等 ６８，５９３ 

会議費等 ２７，０４６ 

印刷費等 １１６，２７５ 

賞品/賞状/メダル/ゼッケン作成費等 ３０２，７４０ 

交通費 ２２３，３１９ 

食材費等 １７９，７４３ 

会場使用料 １９，２９６ 

事務用品 １２８，０３６ 

保険 １９，５８０ 

合計 １，０８４，６２８ 

【支援金】 
全国 YMCA障がい児プログラム支援のために ３７１，６９９ 

神戸 YMCA障がい児プログラム支援のために ８６７，２９８ 

合計 １，２３８，９９７ 

競技結果報告 
参加チーム数合計１９３チーム、参加者数９３４人、運営ボランティア 

１４５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 岩岡ＡＣ 岩岡ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ １５：５８ 

２ 三木ＪｒＲＣ 三木ＪｒRC １６：０７ 

３ 東舞子 東舞子小学校 １６：２２ 

５
年
生 

１ みかたんず５ 美賀多台小学校 １６：４９ 

２ 北浜 JRC 北浜 JRC １７：０２ 

３ 神戸ドリーム  １７：０７ 

４
年
生 

１ 北浜 JRC 北浜 JRC １７：１４ 

２ 北五葉 NAC 北五葉クラブ １８：３８ 

３ 東舞子Ａ 東舞子小学校 １８：３９ 

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 北五葉 NAC 北五葉クラブ １７：０７ 

２ 三木 JrRC 三木 JrRC １７：１３ 

３ 弾丸ランナーズ 福池小学校 １８：１０ 

５
年
生 

１ 三木 JrRC 三木 JrRC １７：１０ 

２ なぎさルミナス なぎさ小学校 １９：０８ 

３ 南落合ウィンドダッシュ 南落合小学校 １９：１３ 

４
年
生 

１ 北浜 JRC 北浜 JRC １７：１２ 

２ 三木 JrRC 三木 JrRC １８：４３ 

３ ＦＳドリームスター 藤原台小学校 １９：３６ 

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 １ 狩野 剛史 ラン整骨院 １４：３８ 

２ １１ 渡邊 厘  １５：１５ 

３ ４ 澤井 滉志  １５：１６ 

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 ４７ 瓦谷 夏美 ファミリーウエルネスセンター １６：４２ 

２ ４３ 二宮 理央 西神戸リーダー会 １８：０６ 

３ ３２ 狩野 優子 ラン整骨院 ２２：３５ 
 


