
 

            

 

      御礼 

チャリティーラン実行委員長 井上 修三 

 

 ２０１７年９月２３日（土）まさかの雨音。「リーダー（実行委員）が数ヶ月

かけて準備を進めてきた雨天用のお道具が活躍の場を得ることになるのか」と少々複雑な気持ちで迎えた

朝でした。しかし、出番はなくお蔵入り？ 

 さわやかな秋空のもと自然豊かな岩手県立大学キャンパス地内で開催された第１回チャリティーランは

成功のうちに終了することができました。１４名の老若実行委員は伊藤担当職員のもと堅実に活発な働き

を展開し、当日は実に１００名を越す実働部隊の協力のもと最後の片付けまでしっかりと終えることがで

きました。 

 寄付金提供をいただいた、企業、個人の方々、チームスポンサー、広告掲載、物品提供と多くの皆様の支

えにより完遂することができたこと本当にありがたく心より御礼申し上げます。北東北の地に全国よりい

ただいた支援を胸に第２回につなげることを強く願い御礼といたします。 

 

チャリティーランとは・・・ 

☆ 心身に障がいにある子どもたちを対象として、全国のＹＭＣＡではいくつものプログラムを実施して

います。「チャリティーラン」はこれらの活動を実施するための支援金を集めることを目的としたチャ

リティーマラソン大会です。 

☆ 盛岡ＹＭＣＡのチャリティーランは、たすきリレー（駅伝方式）の申告タイム制です。各チームが自

分たちで目標ゴールタイムを設定し、楽しみながら走ると同時に、心身に障害のある子どもたちを支

援することの大切さを分かち合うというものです。 

☆ 大会はボランティアによって運営され、参加者一人ひとりがこの大会を支え、参加費は全国ＹＭＣＡ

で実施している障がい児・障がい者活動を支援する目的のため用いられます。 

  

 

 



◆ 参加者数 ◆ 

        たすきリレー参加チーム数：２３チーム チームスポンサー：６チーム 

           ランナー数：１２８名 ボランティア数：１０３人 その他来場者数：７２人 

     ◆ 協賛企業・個人 ◆（敬称略・順不同） 

＜特別協賛＞ ○公立大学法人岩手県立大学 

＜寄付金頂いた企業の皆様＞ 

○株式会社あさ開 ○盛岡ニッタン株式会社 ○北岩手環境保全 ○株式会社興和電設 ○有限会社渥美工務店  

○サン不動産・有限会社 ○オートグラス岩手株式会社 ○文化企業株式会社 ○有限会社みかわや ○岩手鶯宿温泉長栄館 

○株式会社シンエイシステム ○有限会社山内光建築設計 ○株式会社理水興業 ○有限会社岩手浄化槽管理センター  

○株式会社林風舎 ○株式会社阿部製作所 ○株式会社熊谷砂利店 ○株式会社ハウス M２１ ○株式会社こぐま社  

○成和自動車鈑金塗装工業有限会社 ○医療法人紫波中央眼科 ○株式会社盛岡グラスファイバー工業  

○一般財団法人みちのく愛隣協会東八幡平病院 ○高橋観光有限会社 ○東北ミサワホーム株式会社 ○Rashiku 株式会社  

＜チームスポンサーの皆様＞ 

○有限会社武田工務店 ○有限会社横手板金工業 ○株式会社三田商店 ○株式会社金澤鋼業 ○株式会社関商会 

○辻・本郷税理士法人盛岡支部 ○高瀬稔彦 

＜個人寄付金を頂いた皆様＞ 

○名古屋垣彦 ○人見晃弘 ○花田瞳 ○熊谷力實 ○濱塚秋二 ○遠藤昌樹 ○橋野満之 ○伊藤眞一郎 ○伊藤みどり  

○清水弘一（石巻広域ワイズメンズクラブ） ○伊藤克見 ○高橋稔彦 ○伊藤眞太郎 ○伊藤愛美 ○菅原唯 ○角谷晋次  

○及川茂夫 ○その他（匿名希望）1 名 

＜物品寄付を頂いた企業の皆様＞ 

○株式会社岩手ホテルアンドリゾート ○八幡平リゾート株式会社 ○グルージャ盛岡 ○みちのくプロレス  

○及源鋳造株式会社 ○リコージャパン株式会社 ○株式会社楽天野球団 ○岩手鶯宿温泉長栄館 ○株式会社ミカサ  

○スーパースポーツゼビオ ○株式会社こぐま社 ○株式会社カヴァーロ  

＜ブース提供・ステージ協力を頂いた団体・企業の皆様＞ 

○まちなかドッグ CAN ○株式会社サンメディカル ○SEVEN FOREST PUROJECT 徳田慎太郎・真理子 

○岩手県立大学ア・カペラサークル Jelly Beans ○岩手県立大学バルーンアートサークル  

○岩手県立大学手話サークル「ひだまり」 ○岩手県立大学化粧ボランティアサークル「KIPU＊LABO」 

○岩手県立大学ダブルダッチサークル ROPE A DOPE ○岩手県立大学さんさ踊り実行委員会 



  ◆ 実行委員会 ◆（敬称略・順不同） 

○ 大会会長 有森裕子  ○ 実行委員会委員長 井上修三（盛岡ＹＭＣＡ常議員会議長、もりおかワイズメンズクラブ） 

○ 実行委員 阿部孝司（社会福祉法人カナンの園盛岡支部部長兼所長、サービス管理責任者）  

       伊藤穂南（盛岡ＹＭＣＡボランティアリーダー）伊藤陸（盛岡ＹＭＣＡボランティアリーダー） 

       大関靖二（もりおかワイズメンズクラブ）小野寺保乃香（盛岡ＹＭＣＡボランティアリーダー） 

       菅野道生（岩手県立大学社会福祉学部専任講師）佐藤真名（社会福祉法人カナンの園常勤理事事務局長） 

       末廣光揮（Rashiku 株式会社代表取締役） 長岡正彦（ワイズメンズクラブ北東部長） 

       藤原清史（盛岡杉生園サービス管理責任者）松平大知（盛岡ＹＭＣＡボランティアリーダー） 

○ 事務局 伊藤眞太郎（盛岡ＹＭＣＡ）東森聡（盛岡ＹＭＣＡ） 

◆ 第１回盛岡ＹMＣＡ ◆ 

インターナショナル・チャリティーラン２０１７収支報告  

収入 支出 

項目 金額 項目 金額 

たすきリレー参加費 

チーズスポンサー 

協賛金（企業・団体） 

協賛金（個人） 

パンフレット掲載 

オフィシャルスポンサー協賛金 

ラッフル抽選券売り上げ 

その他の収入（バザー売り上げ） 

３４５，０００ 

９０，０００ 

２９０，０００ 

１４５，０００ 

１００，０００ 

１５０，０００ 

５０，０００ 

１，８５７ 

会場費 

広報費 

プログラム費 

通信費 

保険費 

事務費 

会議費 

１１６，９７６ 

４１，６４０ 

２２１，８０６ 

２９，２７８ 

２８，１７５ 

４８，９７９ 

４３，０８８ 

小計（大会運営費） ５２９，９４２ 

全国 YMCACCP 支援 ６４１，９１５ 

合計 １，１７１，８５７ 小計（支援金） ６４１，９１５ 

合計 １，１７１，８５７ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

順位 チーム名 申告タイム ゴールタイム 差分タイム 

優勝 Team tamutamu ３４分 ３４分３７秒 ３７秒 

準優勝 東北電力盛岡支部 ４０分 ３８分５２秒 １分０８秒 

３位 どすこい ５１分４７秒 ５４分２０秒 ２分３３秒 

４位 HAMATSUKAKE ４０分 ４３分４９秒 ３分４９秒 

５位 ヒソプジャパン ４０分 ３５分４１秒 ４分１９秒 

６位 シンエイシステム駅伝部 ３１分 ２５分５８秒 ５分０２秒 

７位 カナン牧場ランニングクラブ ２８分２８秒 ２２分５９秒 ５分２９秒 

８位 チーム杉生園 ４５分 ５０分３１秒 ５分３１秒 

９位 Team Cello ３０分 ２４分０２秒 ５分５８秒 

１０位 リコージャパン ３３分３３秒 ２７分３１秒 ６分０２秒 

１１位 ぱぴぽんしっくす ３５分 ２８分２２秒 ６分３８秒 

１２位 チーム井上 ５６分 ４７分１９秒 ８分４１秒 

１３位 もりおかワイズメンズクラブ ５８分 ４８分２０秒 ９分４０秒 

１４位 もう秋ですね ４２分 ５４分２０秒 １２分２０秒 

１５位 盛岡 YMＣA チーム向中野 B  ３７分３７秒 ５１分４９秒 １４分１２秒 

１６位 盛岡ＹＭＣＡベスト・キッズ U-9 ４５分 ３０分３３秒 １４分２７秒 

１７位 盛岡ＹＭＣＡベスト・キッズ U-12 ４０分 ２５分 １５分 

１８位 盛岡 YMＣA チーム向中野 A １時間１５分 ５０分５２秒 ２４分０８秒 

１９位 YMＣA 畑いじり隊 １時間２０分 ３４分５９秒 ４５分０１秒 

２０位 ムックと愉快な仲間たち １時間３０分 ４３分４２秒 ４６分１８秒 

２１位 轟速ザ・ホンチョー １時間３０分 ４２分３０秒 ４７分３０秒 

２２位 ASAKO（タイムなし） 

２２位 チームフジクリーン岩手（タイムなし） 



 

 

  

  

  

  


