
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【日  時】  ２０１７年９月２３日（土・祝）１０：００～１４：３０ 

【会  場】  木場公園（東京都江東区） 

【参加チーム】 ４８チーム 

【ランナー数】 ３００人 ＊伴走含む 

【こどもラン参加者】 約７００人（幼児とその保護者、小学生） 

【運営ボランティア】 １７０人（スタッフ含む） 

【応援等含む参加者合計】 約１５００人 

【支援金総額】 ４,８００,０００円 

【主  催】  公益財団法人東京ＹＭＣＡ 

東京ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティーラン実行委員会 

【共  催】  ＹＭＣＡ国際賛助会（ＦＣＳＣ） 

【全国協賛】  三菱商事株式会社、富士通株式会社 

【後  援】  内閣府、厚生労働省、全国社会福祉協議会、東京都、江東区 

【協  力】  ワイズメンズクラブ国際協会東日本区・在京ワイズメンズクラブ 

 
 
障がいのある子どもたちのために 

『第 31 回東京ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティーラン』 

International  Charity Run 

        
東京ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティーラン事務局 

〒135-0016 東京都江東区東陽２－２－２０  Tel.０３－３６１５－５５６８ 

URL： http://tokyo.ymca.or.jp/support/charityrun.html  e-mail： kaiin@tokyoymca.org 

31st TOKYO YMCA 

２０１７年度 報告書 



ごあいさつ ごあいさつ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいのある子どもたちを支援する「第 31 回 東京ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティーラン２０１７」を 9 月 23 日、

都立木場公園で開催しました。昨年の 30 回記念大会は残念ながら荒天のため中止となってしまい、今年こそはと願いながら準

備に臨みました。が、今年も前夜からの大雨で一時は開催が危ぶまれ、本当にはらはらしましたが、設営の頃には薄日が差し始

め、３００人のランナーたちが力走しました。レース前の「こどもラン」には幼児小学生約４５０人とその保護者あわせて７０

０人が参加したほか、沿道をうめた応援者と、ボランティア・スタッフ約１７０人を含めると来場者総数は１５００人を越え、

にぎやかな大会となりました。 

 この大会は１９８７年に東京で始まり、今年で 31 年目。今では全国 20 カ所のＹＭＣＡで年間 1 万人以上のランナーとサポー

ターが参加するイベントになりました。今年はスターターとして東京都議会議員の山﨑一輝氏が来場。また閉会式には山﨑孝明

江東区長も激励に駆けつけてくださいました。 

 当日は、ＹＭＣＡ会員、学生に加えて企業や地域の諸団体の方にもボランティアとしてご協力いただきました。会場の設営、

コース誘導、模擬店、警備、伴走などなど、さまざまな場面でご活躍くださいました。また、東京トヨペットからはウエルキャ

ブ（福祉車両）を子どもたちのお絵かき車として提供いただき、江東区の高齢障害者通所施設「パン工房さくらこんとね」の美

味しい焼きたてのパンや、障がいのある方が働くお店「ゆめま～る」の無農薬野菜をじっくりにこんだカレーなどは、あっとい

う間に売切れてしまいました。これらは、ランナーだけでなく応援に駆けつけてくださったご家族も楽しんで頂けるようにと、

毎回実行委員会で話し合い、様々な企画を実施してきた結果だと感じております。 

 他にもたくさんの企業・団体から入賞者への賞品や抽選会の景品、ランナーへの飲食物など、物品によるご支援もいただきま

した。おかげさまで支援金総額は４８０万円。障がいのある子どもたちのプログラムのために大切に用いさせていただきます。   

 多くの方の温かな心と、さわやかな笑顔に支えられて、今大会が無事に開催できましたことを感謝してご報告いたします。 

  （会員部主任主事 沖利柯） 

 

 

↑前夜の雨をデッキブラシでかき出す会員・職員 

オープニングパフォーマンス 

（東京ＹＭＣＡ東陽町ウエルネスセンター） 東京ＹＭＣＡ社会体育･保育専門学校生による準備体操 

コースの設営・誘導は企業社員や学生などボランティ
ア 100 人が活躍 

「こどもラン」には、幼児と保護者、小学生約 700 人が参加。 

パレードのような賑わいになりました。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

↑閉会式に駆けつけた山﨑孝明江東区
長。「オリンピックに向けてスポーツと
ボランティアに力を注ぎたい」と挨拶。 

↑菅谷淳東京ＹＭＣＡ総主事に
支援金 480 万円が贈呈されまし
た。 

↑大抽選会には今年も日用品から旅行券、タブレットなど豪華な

景品をいただきました。 

↑大人と同じ 1.3ｋｍを走った「こどもラン」。一生懸命に走る子どもたちに、沿道からは大声援が送られました。 

↑木場公園の特設コースは緑が多く、スカイツリーを見ながら橋を越えてゴールするという起伏に富んだ 1.3ｋｍ。 



順位 記録 チーム名 企業・団体・スポンサー名 

1 24：05 富士ゼロックス 陸上部 富士ゼロックス 端数倶楽部 

2 25：48 ピンクパンサー 東京ＹＭＣＡ山手コミュニティーセンター 

3 26：50 ビュンビュン ☆ ランラン 株式会社カーギルジャパン 

4 27：12 富士通走務会 富士通株式会社 

5 27：18 しののめ レッド しののめ YMCA こども園 

6 27：37 深消チーム 東京 YMCA 東陽町コミュニティーセンター 

7 27：52 東京 YMCA 国際ホテル専門学校 東京 YMCA 国際ホテル専門学校 

8 28：42 フットマークファイターズ フットマーク株式会社 

9 29：16 ほどほど ☆ ランラン 株式会社カーギルジャパン 

10 29：28 ジョンソンコントロールズ ブルー ジョンソンコントロールズ株式会社 

11 29：35 しののめ イエロー しののめ YMCA こども園 

12 29：36 室町 ＡＤＥＵ２ 上田八木短資株式会社 

13 29：39 ジョンソンコントロールズ レッド ジョンソンコントロールズ株式会社 

14 30：30 山手学舎 東京 YMCA 山手学舎 

15 30：32 しののめ ブルー しののめ YMCA こども園 

16 30：54 かろやか 東京江東ワイズメンズクラブ、江東 YMCA 幼稚園（虹の会）、 

東京 YMCA 江東コミュニティーセンター 

17 30：57 室町 ＡＤＥＵ1 上田八木短資株式会社 

18 31：00 東陽町 こかるがも 東京 YMCA 東陽町コミュニティーセンター 

19 31：08 ラン ラン ドネリー Donnelley Financial Solutions Japan 株式会社 

20 31：39 テンダン テンダン 

21 31：52 東京トヨペット深川店 東京トヨペット株式会社 深川店 

22 32：00 チーム E 三菱商事株式会社 

23 32：41 OEC 新横浜第 2 チーム 岡谷エレクトロニクス株式会社 

24 32：47 ペガサス 6 江東 YMCA サッカークラブ ペガサスクラス有志 

25 32：50 ジョンソンコントロールズ イエロー ジョンソンコントロールズ株式会社 

26 32：51 すこやか 東京江東ワイズメンズクラブ、江東 YMCA 幼稚園（虹の会）、 

東京 YMCA 江東コミュニティーセンター 

27 32：55 ＯＥＣ東京チーム 岡谷エレクトロニクス株式会社 

28 33：01 マウンテンハンド 東京ＹＭＣＡ山手コミュニティーセンター 

29 33：07 南風 東京 YMCA 南コミュニティーセンター 

30 33：24 OEC 新横浜第 1 チーム 岡谷エレクトロニクス株式会社 

31 33：47 liby・高等学院 A ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 

32 34：38 チームサンバ 三菱商事株式会社 

33 34：43 にほんご学院 留学生チーム 株式会社アサヒ・エコキャリー 

34 34：44 ファンファン ☆ ランラン 株式会社カーギルジャパン 

35 34：52 高杉夫妻第一子誕生おめでとう！ 三菱商事株式会社 

                  

 

 

 

 

 

 

レース結果 

2 位 東京ＹＭＣＡ山手コミュニティーセンター 

「ピンクパンサー」の皆さん 
3 位 株式会社カーギルジャパン 

「ビュンビュン ☆ ランラン」の皆さん 

1 位 富士ゼロックス端数倶楽部 

「富士ゼロックス 陸上部」の皆さん 

入 賞 



   
 

 

 

 

   

 

順位 記録 チーム名 企業・団体・スポンサー名 

36 34：56 さわやか 東京江東ワイズメンズクラブ、江東 YMCA 幼稚園（虹の会）、 

東京 YMCA 江東コミュニティーセンター 

37 35：27 にぎやか 東京江東ワイズメンズクラブ、江東 YMCA 幼稚園（虹の会）、 

東京 YMCA 江東コミュニティーセンター 

38 35：39 東陽町 かるがも 東京 YMCA 東陽町コミュニティーセンター 

39 35：52 しののめ グリーン しののめ YMCA こども園 

40 36：29 富士ゼロックス 端数倶楽部 チーム 2 富士ゼロックス 端数倶楽部 

41 37：20 シンシン ☆ ランラン 株式会社カーギルジャパン 

42 37：32 チーム麹町 三菱商事株式会社 

43 38：41 富士ゼロックス端数倶楽部 チーム 1 富士ゼロックス端数倶楽部  

44 40：53 東京ワイズメンズクラブ 東京ワイズメンズクラブ 

45 41：23 フィットネス R・C 東京北ワイズメンズクラブ・東京グリーンワイズメンズクラブ 

46 44：33 フィットネス EIKO 岡谷エレクトロニクス株式会社 

47 48：29 liby・高等学院 B ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 

48 48：47 あおしゃべ 24 東京武蔵野多摩ワイズメンズクラブ・東京八王子ワイズメンズクラブ 

賞 名 チーム名（企業・団体） 

特別賞 31 位（第 31 回記念） 「liby・高等学院 A」（協賛：ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社） 

最高年齢賞 「富士ゼロックス 端数倶楽部 チーム 1」（富士ゼロックス端数倶楽部） 

コスチューム賞 「シンシン ☆ ランラン」（株式会社カーギルジャパン） 

三菱商事 dream as one 賞 「フィットネス EIKO」（協賛：岡谷エレクトロニクス株式会社） 

隠しタイム賞 「テンダン」（東京ＹＭＣＡ少年部ＯＢグループ） 

「特別賞 31 位（第 31 回記念）」 

協賛：ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 

ランナー：「liby・高等学院 A」 

「最高年齢賞」 

富士ゼロックス端数倶楽部 

「富士ゼロックス端数倶楽部 チーム 1」 

「コスチューム賞」 

株式会社カーギルジャパン 

「シンシン☆ランラン」 

「三菱商事 dream as one 賞」 

協賛：岡谷エレクトロニクス株式会社 

ランナー：「フィットネス EIKO」 

「隠しタイム賞」＊ 

テンダン（東京ＹＭＣＡ少年部ＯＢグループ） 

＊今年は 31 分 31 秒に最も近いチームが受賞 

 

力をあわせてタスキをつなぎました 

特 別 賞 



ＹＭＣＡの障がい児・障がい者プログラム 

 

【ＹＭＣＡの願い】 

ＹＭＣＡでは、｢障害者｣とは表記せず、「障がい者」と書きます。「害」

のある人はいないからです。ＹＭＣＡは、誰もがかけがえのない存在

であると考え、1960 年代から障がい児・者の野外活動、余暇活動、

体育活動などを先駆的に行なっています。 

共に支え合い、心豊かに生きる――。ＹＭＣＡは、社会全体が福祉であ

るような「福祉社会」を目指しています。 

 

 

★「３つの笑顔」のために ★ 

皆さまからお預かりした支援金は、以下の 3 つの目的のために使わせていただいています。 

 

1．障がいのある方ご本人のために 

障がいのある子どもや青年たちに、自然や仲間との出会い、新しいことへの挑戦など、心豊かに過ごせる体験を提供します。

またボランティアリーダーや仲間たちとの楽しい交流をとおして、他者への信頼や自分への自信を生みだすことも目指してい

ます。 

 

２．ご家族のために  

ご家族が、ご自身や他のご家族のために時間を使うことができます。 

 

３．ボランティア、そして私たちのために  

障がい児・者の活動には、健常児の２～６倍の数のボランティアが必要です。皆さまのご支援は、その研修費や活動費として

用いられると同時に、若者たちの「障がい」への理解を深め、視野を広げる機会を作ります。 

また、保護者や教育関係者、一般の方などを対象とした講演会も開催しています。 

 



支援金の使途プログラム一覧 

 
 
 

  ● A 障がいのある子どもたちのサマーキャンプのために         

  プログラム名 期間 対象 参加者 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数 実施場所 

1 第４０回フレンドシップキャンプ  8/7-11 肢体不自由児  80 60 山中湖センター  

2 第６０回手足の不自由な子どものキャンプ 8/14-19 脳性麻痺・二部脊椎・筋ジストロフィー他 40 80 山中湖センター  

3 あおぞら・つばさキャンプ 8/11-14 知的障がい児・者 30 35 山中湖センター 
4 かめの子キャンプ 8/11- 13 知的障がい児・者 20 25 山中湖センター 
5 シャベルズキャンプ 8/11- 14 知的障がい児・者 30 35 山中湖センター 
6 ワイルドフラワーキャンプ 8/3- 5 ＬＤ児及びその周辺児 30 20 赤城キャンプ 

7 シャボン玉サマーキャンプ 8/15- 17 知的障がい児・者 20 25 高尾の森わくわくビレッジ 

  ● B 障がいのある子どもたちのスキーキャンプのために         

8 フィットスキーキャンプ 1/3- 6 ＬＤ児及びその周辺児 18 18 石打花岡・丸山スキー場 

9 チャレンジスキーキャンプ 2/10- 12 知的障がい児/ＬＤ児など 35 30 尾瀬戸倉スキー場 

10 スノーマンキャンプ 3/10- 12 知的障がい児 40 45 尾瀬戸倉スキー場 

11 シャボン玉スノーキャンプ 2/10- 12 知的障がい児 20 25 尾瀬戸倉スキー場 
12 のびのびスキーキャンプ 1/4- 7 ＬＤ児及びその周辺児 40 30 尾瀬戸倉スキー場 

       
  ● C 障がいのある子どもたちの宿泊体験プログラムのために         

13 Smile 小学生１泊会 2/18- 19 ＬＤ児及びその周辺児 16 13 妙高高原ロッジ 

14 Smile 中高生 1 泊会 2/18 -19 ＬＤ児及びその周辺児 17 12 妙高高原ロッジ 

15 あおぞら・つばさ秋の１泊会 11/12- 13 知的障がい児・者 20 25 君津亀山少年自然の家 

16 あおぞら・つばさ春の１泊会 5/7- 8 知的障がい児・者 20 25 妙高高原ロッジ 

17 シャベルズ秋の１泊会 10/29-30 知的障がい児・者 20 25 東山荘 

18 シャベルズ春の１泊会 6/11-12 知的障がい児・者 20 25 妙高高原ロッジ 
19 高等学院ウィンタースポーツキャンプ 1/23-25 通信制高校サポート校生徒 30 5 ロッジきくのや 

20 きらきら秋のバスハイク 11/6 発達障がい児 15 10 ふなばしアンデルセン公園 

21 はらっぱ秋のバスハイク 12/6 発達障がい児 15 10 ふなばしアンデルセン公園 

  ● D 発達障がい児とその周辺の子どもたち、不登校児を支援するプログラムのために       

22 オープンスペース liby 4 月-3 月 不登校児、軽度発達障がい児 15 30 liby 

  ● E 障がいのある子どもたちを支援するボランティアと保護者のために       

23 ＡＳＣＡクラス外出プログラム 10/29 発達障がい児 9 10 都内近郊 

24 障がい児・者スキー実技リーダートレーニング 2/4- 5 ボランティアリーダー  50 尾瀬戸倉スキー場 

25 障がい児・者ボランティアリーダー勉強会 7/11・2/29 ボランティアリーダー 45 50 西東京ｾﾝﾀｰ・山手ｾﾝﾀｰ 

26 ＬＤ児活動保護者会 2/18 ＬＤ児とその家族 20 35 西東京センター 

27 発達障がい児支援についての講演会 2/11 ＬＤ児及びその周辺児の保護者一般  30 経堂すずらん 

    合計 665  783  

           

※上記のほか日本ＹＭＣＡ同盟を通じて、全国ＹＭＣＡの障がい児プログラムも支援しています。 

皆様からいただきました尊い支援金は、下記プログラムの参加費およびボランティア研修費用として、大切に用いさせていただきました。

感謝して、ご報告申し上げます。（201６年度実施分） 



 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

参加・協賛いただいた企業・団体  

【全 国 協 賛】 

 

   三菱商事株式会社 

   富士通株式会社 
    

 
【参 加・協 賛】 

  

株式会社カーギルジャパン 

富士ゼロックス端数倶楽部 

ジョンソンコントロールズ株式会社 

岡谷エレクトロニクス株式会社 

ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 

上田八木短資株式会社 

東京トヨペット株式会社 

フットマーク株式会社 

Donnelley Financial Solutions Japan 株式会社 

株式会社アサヒ・エコキャリー 

グループ テンダン 

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 

山崎製パン株式会社 

FV イーストジャパン株式会社 

ライオン株式会社 

イオン株式会社 

 

    

 

  

   
カルビー株式会社 

株式会社昭和電気産業 

コストコホールセールジャパン株式会社 

有限会社レッド ウィング 

株式会社恵愛 

国際青少年センター東山荘（日本ＹＭＣＡ同盟） 

ワイズメンズクラブ国際協会 在京ワイズメンズクラブ 

ＹＭサービス株式会社     

 

しののめＹＭＣＡこども園 

東京ＹＭＣＡ江東コミュニティーセンター 

／江東ＹＭＣＡ幼稚園 

東京ＹＭＣＡ東陽町コミュニティーセンター 

東京ＹＭＣＡ西東京コミュニティーセンター 

東京ＹＭＣＡ山手コミュニティーセンター 

東京ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 

東京ＹＭＣＡ南コミュニティーセンター     

区内の「ふれあい工房ゆめま～る」も出店。産直

野菜のこだわりカレーを提供くださいました。 
今年も絶品のカツサンドを販売くださった江東区

の高齢障害者通所施設「さくらこんとね」。 

東京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校スポーツトレーナー

科学生による救護、疲労回復サービス。 

会員による模擬店では、フランクフルトやお好

み焼きを販売しました。 
協賛企業からランナーやボランティアに、記念のタオ

ルや飲食物などがプレゼントされました。 

東京トヨペット㈱の提供で、本物の車に自由にお

絵描きできるコーナーが登場。 



 
 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

31st Tokyo YMCA International Charity Run Sponsors 

三菱商事 障がい者スポーツ応援プロジェクトでは、 

障がい児向けスポーツ教室 DREAM クラスを東京 YMCA と協働で開催しています。 

We are

 

 

カーギルジャパンは、1956年の創立以来カーギルグループの
日本市場におけるセールスオフィスとして、皆様の事業発展
に尽くして参りました。私たちは食料、食品、農産品、金融
商品、工業用品及びその他のサービスを日本のお客様に提供
しています。 

  



 

 

 

 

 

  

  

  

短期金融市場と共に 

Run Together With Spirit 

 

上田八木短資株式会社 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

東京ＹＭＣＡインターナショナル・ 
チャリティーランは 31回目となりました。 
皆様のご支援に感謝します。 

 

ワイズメンズクラブ国際協会 
東日本区・在京ワイズメンズクラブ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ワイズメンズクラブは、奉仕活動を通じてＹＭＣＡの活動を支援しています。 

 
 

 

Prize Sponsors 

国際青少年センター東山荘 

東京、東京山手、東京江東、東京むかで、東京世田谷、東京グリーン、東京西、東京北、 

東京武蔵野多摩、東京ひがし、東京サンライズ、東京まちだ、東京八王子、東京コスモス、 

東京たんぽぽ、東京センテニアル、信越妙高、東京ベイサイド、東京多摩みなみ 

 
 

グループ テンダン 50周年記念 
 －こども達の幸せを願って－ 

 
テンダンは学生時代に YMCA 少年部で出会った仲間たち。
心の触れ合いを大切に、野外活動を通してたくさんの人と共
通の時を持ち、共に歩む事をモットーに活動しています。 

 株式会社 

 恵 愛 

http://01.gatag.net/img/201505/31l/gatag-00005819.jpg


 
 

 
 

東京ＹＭＣＡ東陽町センター    

■ウエルネスセンター（プール・マシンジム・体育館・テニス）  

■TYIS（Tokyo YMCA International School） 
■Kids Garden（英語幼児園、キッズ英語） 
■にほんご学院  

 

東京都江東区東陽 2-2-20 〒135-0016 http://tokyo.ymca.or.jp/ 

   

 

  スポーツトレーナー・インストラクター・保育士を目指すなら 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

山手コミュニティーセンター（新宿区西早稲田） 

西東京コミュニティーセンター（国立市東）   

南コミュニティーセンター （世田谷区宮坂）  

 

 

ＹＭＣＡは、健やかな子どもたち、家族の強い絆、

支え合う地域社会を築きます。 

男子学生寮（山手センター５階） 

山手学舎 
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