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開催日時：2017 年 5 月 21 日（日）9:15 ～ 15:00
開催場所： 鴨川公園（京都市北区　北大路橋～出雲路橋、北山橋～丸太町橋間）
主　　催： 公益財団法人京都ＹＭＣＡ
共　　催： 日本ＹＭＣＡ同盟国際賛助会（ＦＣＳＣ）、ワイズメンズクラブ国際協会西日本区京都部
全国後援： 内閣府 ､ 厚生労働省 ､ 全国社会福祉協議会
後　　援： 京都府 ､ 京都市 ､ 京都府教育委員会 ､ 京都市教育委員会、京都府社会福祉協議会、

京都市社会福祉協議会、京都新聞、 、 ＫＢＳ京都、
エフエム京都、鴨川を美しくする会

ナ シ ョ ナ ル ス ポ ン サ ー ：　

プ ラ イ ズ ス ポ ン サ ー ：     

　皆様のご支援、ご協力のお陰をもちまして、今年も「第 13 回インター
ナショナル・チャリティーラン 2017 in かもがわ」を実施する事がで
きました。協賛いただいた多くの企業・団体・個人の皆様、ご参加い
ただいたグループ、選手の皆様、また、運営にご協力いただいたボラ
ンティアの皆様に心より御礼申し上げます。

　今大会は、競技参加チーム 148 チーム（500 名）、個人競技参加者
106 名、合計 606 名。毎年の参加を楽しみにしておられるランナー、
今年チャリティーランのことを知って新たに参加してこられたランナー、様々なご参加があり、地域の皆
様にこの大会が定着してきていることを実感しております。小学生駅伝やペアランなど、毎年多くの子ど
も達が一生懸命走る競技や、コスチュームランといった仲間と工夫しながら楽しく走る競技など、子ども
から大人まで「走ること」が大好きな人に幅広く楽しんでいただいています。今年も晴天に恵まれ、明る
い日差しのもと、笑顔と活気が溢れる 1 日となりました。

　このインターナショナル・チャリティーランは、病気や障がいを持った子どもたちの支援のために行わ
れており、毎年多くの支援資金が集められています。今回の集められた参加費・協賛金は、合計 2,543,000
円となり、大会の諸経費を除き 1,134,256 円の支援資金を得ることができました。支援基金は、京都ＹＭ
ＣＡが行う病気や障がいを持った子ども達の支援プログラムや日本ＹＭＣＡ同盟を通しての全国のＹＭＣ
Ａでの障がいを持った子ども達のプログラムに役立てられます。

　京都ＹＭＣＡでは、このインターナショナル・チャリティーランで集められた支援資金を「障がい児支
援資金」として、具体的には以下の病気や障がいのある子ども達のプログラムに役立てています。

第 13 回 京都ＹＭＣＡ
インターナショナル・チャリティーラン 2017 in かもがわ 概要
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支援金を使った活動の一例：

 「ウィズ・キッズ・スマイル」病院訪問プログラム
（重い病気のため、長期入院中の子どもたちを励ますためのプログラム）

　病気で長期入院中の子どもたちを訪問するこの活動では、季節に触れることの少ない子どもたちに、
季節を感じてもらえるようなプログラムや歌、ゲームなどのレクリエーション、クラフトの楽しい時
間を届けています。
　8/16（水）は五山送り火。ボランティアリーダー達や協力団体の方々が夏祭りを準備して、送り火
が始まるまでの時間、子どもたちに楽しんでもらいました。

☻☻　8/16（水）みんなで送り火鑑賞会をしました。

① 発達障がい児支援サポートプログラム「わんぱくチャレンジクラブ」の日常活動の
支援

② 聴こえに障がいのある子ども達の支援グループ「マイマイ」のキャンプや日常プロ
グラムの費用の援助

③ 障がいのある子供たちの創作教室「パレット」の活動支援

④ 病気により長期入院をしている子ども達を学生リーダーが定期的に訪問する「ウィ
ズ・キッズ・スマイル」の活動

⑤ 毎年夏に行われる病気の子どもとそのきょうだいたちのためのキャンプ「青い空と
白い雲のキャンプ」の運営資金

⑥ 京都ＹＭＣＡスイミング教室の行う「知的発達障がい児水泳」のプログラム

　皆様の「障がいのある子どもたちとともに生きる」という意思表示とご支援により、今年もこれらの京都
ＹＭＣＡのプログラムに参加する多くのハンディを持った子ども達の笑顔を見ることができることを感謝申
し上げます。

楽しそうな
お店がいっぱい！

体験するとシールが
もらえます。

リーダー達もこの日は浴衣で夏祭りを盛り
上げます。まめこリーダーが送り火の説明
をしてくれました。

会場は大賑わい！ 「とんとんずもう」でリーダーと勝負！

みんな大好き鉄道模型 かわいい金魚すくい

この活動の一部にも、
チャリティーランであつめられた
資金が使われています。

「わんぱくチャレンジクラブ」
キャンプの様子

パレット
「ぼくもわたしもピカソになろう」

マイ・マイ
ウインターキャンプ
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参加者数報告

競技種目 チーム数 参加者数

小学生駅伝 ５２チーム ２０８名

一般駅伝 ２４チーム ９６名

ペアラン ４７チーム ９４名

コスチュームラン ２５チーム １０２名

クォーターマラソン － 1 ０６名

参加者合計 １４８チーム ６０６名

収 支 報 告（2017 年 10 月 1 日現在）

収 入 の 部

競 技 参 加 費 （ ａ ） ９１６，０００円    

イベント収入（食券、抽選券売上げ等）（ｂ） ４０７，０１３円

協 賛 金 収 入 （企業・団体・個人寄付）（ｃ） １，２１９，９８７円

ナショナルスポンサーからの協賛金（ｄ） ５５９，４１３円

収 入 合 計 ３，１０２，４１３円

支 出 の 部

プログラム費（Ａ） ５５５，１１９円

会　場　費（Ｂ） ６５２，５５６円

通　信　費（Ｃ） ７９，１６３円

広　報　費（Ｄ） １２１，９０６円

日本ＹＭＣＡ同盟 全国障がい児支援プロジェクト送金 （あ） ５０８，１０１円

京都ＹＭＣＡ障がい児支援資金繰入（い） １，１８５，５６８円

支 出 合 計 ３，１０２，４１３円

大会経費（Ａ ~ Ｄ）
1,408,744 円（45%）

支援金（あ + い）
1,693,669 円（55%）
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競技参加チーム・参加者名
【小学生駅伝】

ＤＩＳＫ、ＫＳ七夕スターズ、ＫＳ彦星スターズ、ＫＳ蛍スターズ、ＫＴＧアスリートⅠ、アラッ
プＡ、アラップＢ、アラップＣ、アラップＤ、アラップＥ、アラップＦ、岡崎ＲＣ　ジュニアＡ、
岡崎ＲＣ　ジュニアＢ、桂東ランナーズＡ、桂東ランナーズＢ、桂東ランナーズＣ、桂東ラ
ンナーズＤ、桂東ランナーズＥ、神川クラブＡ、神川クラブＢ、神川クラブＣ、神川クラブ
Ｄ、神川クラブＥ、神川クラブＦ、川岡ばくそく、吉祥院チャレランＳ、吉祥院チャレランＺ、
京極チーム、京都聖母学院小学校Ａチーム、京都聖母学院小学校Ｂチーム、修学院クラブ A、
修学院クラブ B、修学院クラブ C、醍醐クラブＡ、醍醐クラブＢ、醍醐クラブＣ、醍醐クラブＤ、
醍醐クラブＥ、遙学園 アリのようにがんばれ、遙学園 イノシシのように突っ走れ、遙学園 カメのようにコツコツと、本能
陸上クラブ A、本能陸上クラブＢ、京都ＹＭＣＡサッカーＡ、京都ＹＭＣＡサッカーＢ、京都ＹＭＣＡサッカーＣ、小学生
水球、ドッジボール童夢・体操教室、ドッジボール童夢Ⅰ、ドッジボール童夢Ⅱ

【一般駅伝】
ＭＭＹＭ、えどっこい、大朝ラン！、岡崎ＲＣ　Ａ、岡崎ＲＣ　Ｂ、岡崎ＲＣ　Ｃ、岡崎Ｒ
Ｃ　Ｄ、岡崎ＲＣ　Ｅ、交野スピリットランナーズ、桂東ランナーズＯＢ、カニ部　ゴールド、
カニ部　シルバー、カニ部　プラチナ、カニ部　ブラック、橘井寮、京ＲＵＮ走、チームた
ついけ、僕たちまだまだ走れますよ、本能陸上クラブ、マッスルスポーツ、野外リーダー選抜、
洛陽総合高校ソフトテニス部Ａ、洛陽総合高校ソフトテニス部Ｂ、中学生水球 with Ｍ

【ペアラン】
Ｋ２、ＹＯＳＳＹ、アメオトコ’ ｓ、オメデトーズ、京ＲＵＮ走ジュニア州見小、合ちゃんズ、
潤と晃大、しろくま、スーパーダッシュチーム、たくと＆ひさし、たぶぱぱ、タンゲラン、チー
ムＫ、チームアズサ、チーム歩美、チームカオル、チームソウタ、チームチセ、チームナナ、チー
ムハル、チームヒロト、チームユウキＩ、チームユウキＷ、チームユウヤ、チームユタカ、ツキッ
プ、テツ＆カイ、てっちゃん、なお、なるなる、成実親子Ⅰ、成実親子Ⅱ、走るドラゴンズ、
本能陸上秋田組、本能陸上新井組、本能陸上クラブ、マオちゃん、ゆいパンダ、亮太と愉快
な仲間たち、京都ＹＭＣＡバスケＡ、京都ＹＭＣＡバスケＢ、京都ＹＭＣＡバスケＣ

【コスチュームラン】
Angel road、有る有るマイマイ、いろいろパレット、牛ノ宮しゃみＡ、牛ノ宮しゃみＢ、牛
ノ宮しゃみＣ、おかえり安原さん、北ふれあいグループ、グリーンフィールダー、積慶園、チー
ム歩美、チーム高学歴、チーム中尾、西陣会、バスケ・サッカー・スイミング・体操、ふき
こさん、プレミアムフライデー、都ブルズＡ、都ブルズＢ、野外人、留学生＆国際ボランティ
ア会Ａ、留学生＆国際ボランティア会Ｂ、れえべん、マリオチーム、ＹＭＣＡサッカー

【クォーターマラソン】
相原　隆幸、芦澤　　賢、東　　剛士、安達　雅直、安藤　万由、家喜　博矢、池田　静雄、
石井　武志、石井　達也、石田　翔也、市丸　理絵、糸井　邦広、今西　智信、今西　宏樹、
梅本　　亨、大橋　芳夫、岡田　勝善、奥村　伊代、尾西　大斗、上窪香穂里、岸　　優美、
木村　　良、高　　武司、神山　章治、小枝　滉斗、小林　直人、小林　洋祐、権藤　成雅、
坂本　大祐、迫田健一郎、柴田　健治、清水　昭宏、清水　寿和、下山米次郎、新納麻衣子、
杉貴耕太郎、角田健次郎、太藤　無央、太藤由起子、田坪　孝雄、巽　　勇人、田中富美子、
田邉　卓爾、谷　　　学、玉垣　奈菜、玉村　千寿、田村　耕二、塚本　勝己、堤　　紀也、
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堤本　翔子、寺内　陽子、陶雅　育子、登阪　颯太、登阪　雅聡、土肥　正義、中尾　祐輔、中川　真一、仲川　将史、中
路　教義、長島　駿介、長村　尭浩、西浦　実穂、西岡真由美、西岡麻里江、西野　　均、西野　陽子、新田　　翔、能條
　崇昭、橋本味永子、畑　　正幸、畑　真奈美、服部　雅敏、林　　元彦、東島　孝征、東村　勝博、平尾　恒二、平野　
雅幸、藤田奈都紀、前川　健司、増井　民也、松本　洋江、宮下　幸延、宮田　将大、三好　　優、村田　浩行、村田　義就、
茂木　謙人、森川　俊和、森本　頼和、安原　圭祐、山本　耕三、山本　昌史、吉岡　幸次、吉澤　孝昌、吉田　明賢、吉
田　和広、吉鷹　真琴、吉田圭一郎、ライラ未遊、若井　慎治、和賀　寿樹、渡邉　大介

協 賛 協 力
たくさんのご支援・ご協力ありがとうございました。

【企業・団体】　106 件、内匿名　2 件（順不同、敬称略）
青倉プリント   　 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 株式会社有澤電気商会
株式会社アンビアンス 　  有限会社石川    株式会社イマムラ
ウェスティン都ホテル京都 　 株式会社ＵＭＥＤＡ ＴＥＫＫＩＮ 株式会社エイ・エス・ピー
永機建設株式会社  　 エネテック京都株式会社  株式会社エムズ
大阪ガス株式会社  　 大野株式会社    医療法人 大山医院
医療法人 奥村小児科医院  株式会社小畑設備工業   金原社会保険労務士事務所
河合久美子社会保険労務士事務所 株式会社京三運輸   京・泰山木
京都桂温泉 仁左衛門の湯  京都ブライトンホテル   御所西 京都平安ホテル
京都ロイヤルホテル＆スパ  きらきらひかる   グッドスマイルインターナショナル 
ＣＬＵＢ　Ｌｕｃｋｙ　Ｆａｃｅｓ グランドプリンスホテル京都  株式会社京阪エンジニアリング 
株式会社公益社   コカ・コーラウエスト株式会社 小林千春法律事務所
有限会社米清    彩遊館コーポレーション株式会社 有限会社サトペン
サンケイアクア株式会社  株式会社サント・ハウジング  株式会社三洋
三和管工株式会社   ジェイハンズ株式会社   株式会社セブンキャストカーズ
有限会社瀬本電機商会   創栄図書印刷株式会社   有限会社 造園 竹
株式会社造園中原   株式会社大都測研   太平ビルサービス株式会社京都支店
高田精練株式会社   株式会社竹山建設   株式会社田中工務店
谷口龍一司法書士・行政書士事務所 合同会社ＴＳＵＢＡＫＩ ＤＥＳＩＧＮ一級建築士事務所
為国印刷株式会社	 	 	 株式会社中西電気工業   総合建設業 中村産業
株式会社仁科旗金具製作所  西村工業株式会社   ピアノバー ブレラ
有限会社ひでや工房   日の丸漢方株式会社   株式会社ひらのや
美和健康館 岡田高治療所  ブティックひまわり   株式会社不動産鑑定左近
Ｂｌａｎｋｙ Ｄｏｇ（ブランキードッグ） ホテル日航プリンセス京都  本家福井十松屋
前川健司税理士事務所   丸和商業株式会社   ミズノ株式会社
株式会社壬生鋳造所   京つけもの 新町 三宅   みんなのカフェちいろば
メンバーズ 80・岡田会  森田木材有限会社   株式会社山田造園
有限会社山田鉄工   山中油店綜合管理株式会社  株式会社山政 小山園
優美印刷    株式会社ユニオン写真企画  株式会社洛陽
流体計画株式会社

【個人】　63 件、内匿名　8 件（順不同、敬称略）
浅野　　浩  安達　雅直  荒木　恒夫  伊藤　弘一  岩本　敬子
上澤　正廣  上野　京子  太田　雅彦  大田　龍二  大野　信幸
大橋　芳夫  大森　夏彦  岡西　博司  岡本ヒロシ  乙坂　優次
片山　　巌  桂　　厚子  金澤　市郎  亀井　　剛  倉見　直樹
小西　孝典  佐々木貫二  笹山　直世  澤辺　吉信  菅原　樅一
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高岡　　昇  為国　光俊  辻中　康宏  露木　佳子  戸口　一雄
中路　教義  中島　　晃  中目　　大  中原　正男  中村　典子
西川　寿一  人見　晃弘  平井　一郎  廣澤　恭子  深瀬健一郎
船木　順司  古川　安雄  牧野万里子  森　　繁樹  森　伸二郎
森田美都子  森　　常夫  八木　悠祐  安原　弘治  山岸　裕明
山根　拓也  好崎　志保  吉田　忠文

鍼灸施術ボランティア（敬称略）

公益社団法人 京都府鍼灸師会

ステージ協力団体（敬称略）

京都ノートルダム女子大学チアリーダー部 ＡＭＩＧＡＳ   佛教大学應援團本部吹奏楽部
京都学生祭典 京炎そでふれ！  京都ＹＭＣＡコグニサイズ  京都ＹＭＣＡキッズダンス

大会運営ボランティア（順不同、敬称略）

高山　直也  才本　紘平  齋藤　友紀  蓑原　千春  若山　正治
石田きみ子  物部　良紀  小野　一真

運営協力団体（敬称略）

京都ワイズメンズクラブ    京都パレスワイズメンズクラブ
京都ウエストワイズメンズクラブ   京都めいぷるワイズメンズクラブ
京都キャピタルワイズメンズクラブ   京都プリンスワイズメンズクラブ
京都センチュリーワイズメンズクラブ  京都ウイングワイズメンズクラブ
京都洛中ワイズメンズクラブ    京都エイブルワイズメンズクラブ
京都グローバルワイズメンズクラブ   京都みやびワイズメンズクラブ
京都トップスワイズメンズクラブ   京都トゥービーワイズメンズクラブ
京都東稜ワイズメンズクラブ    京都ウェルワイズメンズクラブ
京都ＺＥＲＯワイズメンズクラブ　　　  北京都フロンティアワイズメンズクラブ



〒 604-8083　京都市中京区三条通柳馬場東入中之町 2　TEL: 075-231-4388　FAX: 075-251-0970
URL: http://kyotoymca.or.jp


