
⽔⼾⻩門漫遊マラソン 検索

詳しくは大会HPをご覧ください。

ランナー15,000人を支える笑顔

3,000人

2019年10月27日[日]

沿道からの熱い応援

ランナー応援隊
同時
募集!!

募 集

⽔⼾市マスコットキャラクター

ボランティア

募集期間

活 動 日

ボランティア
Ｓ Ｔ Ａ Ｆ Ｆ

＊定員になり次第、締め切りといたします。

VOLUNTEER

先 着

4月24日[水] から6月28日[金]

⽔⼾市市制施⾏

130周年

マラソン ５Km ３Km

大会HP



ボランティアお申込みからのスケジュール

6/28［⾦］

定員になり次第締切と
なります。

＊前回大会は締切⽇を待た

ずに募集締切となっており

ますので、お早目にお申込

みください。

募 集 締 切

4/24［水］〜

申込受付開始

説明会開催通知

9月初旬

個人申込者へは個人に、
グループまたは団体申
込の方は代表者あてに、
ボランティア説明会の
開催案内を通知します。

9/19［木］ 18:30〜

9/23［月・祝］9:30〜

個人および、グループ
または団体の代表者を
対象とした説明会を⾏

います。

（支給品を配布予定）

説明会開催

10/27［日］

ボランティア

活動当日

2019年10月27日 [日]活 動 日 スタッフウエア（1人1着）/ 昼食 / 飲料
＊第３回⼤会から継続参加する⽅は、昨年⽀給した

ウェアの着用をお願いします。
＊スタッフウェアは次回大会も継続使用しますので、

⼤切に保管してください。

支 給 品2019年4月24日 [水]から6月28日[⾦]
＊先着順（定員になり次第締め切りといたします）

募集期間

3,000名 ＊募集定員は変更になる場合があります。募集定員

個人参加の場合は本人が、グループや団体で参加の場合は
代表者が、上記日程で開催される説明会に必ず参加できる
方であること。また、その上で次の条件を満たす方。

①⾼校⽣以上の⽅（未成年者は保護者の了承が必要）
＊団体での申込みに限り小・中学生の参加も認めます。

②活動に対して、健康上支障のない方。
③⽇本語以外を⺟国語とする場合、⽇本語の⽇常会話と

読み書きが可能であること。
④実⾏委員会が定める注意事項等を遵守し、活動できる

こと。
⑤実⾏委員会が指定する場所・時間で活動が可能である

こと。
＊活動途中の参加や、早退はできません。
＊活動当日が雨天等の場合でも、大会が中止にならな

い限り活動を⾏います。
⑥実⾏委員会が指定する⽇時に、⽀給品の受け取りが可

能であること。
⑦常に笑顔を絶やさず、明るく元気で、おもてなしの心

をお持ちの方。

申込条件

１．個人（1名での申込み）

①個⼈参加の⽅でチームを組み、共同で活動を⾏ってい
ただきます。

２．グループ（2〜9名での申込み）

①2名以上9名までを1グループとし、全員が同じ活動を
⾏っていただきます。

②グループ代表者（20歳以上）を1名選出していただ
きます。

３．団体（10名以上での申込み）

①会社/法人/学校/競技団体/町内会など、各団体が10名
〜30名を1組としてチーム編成し、各チームごとに同
じ活動を⾏っていただきます。

②前回大会に参加された団体は、同じ場所での活動を基
本としますが、募集状況により変更となる場合があり
ます。

③各チームを取りまとめるチーム代表者（20歳以上）
を1チームにつき1名選出していただきます。

申込区分

ボランティア参加申込書に必要事項を記入し、メール・
FAX・郵送・持参のいずれかの方法で事務局までお申込
みください。
＊⽔⼾⻩門漫遊マラソン公式ホームページから申込み

様式をダウンロードして作成することもできます。
◎大会ホームページ
http://www.mitokomon-manyu-marathon.com

申込方法

■日当、交通費、その他報酬の支給はありません。
■ランナーエントリーと重複してボランティアに申込む

ことはできません。
■活動当日に欠席された場合、支給品は返却していただ

きます。
＊返送料は⾃⼰負担となります。

■活動場所により、他団体・グループ・個人と共同で活
動を⾏う場合があります。

■説明会や活動に参加するための交通・経路確認、宿泊
等の手配は、⾃⼰負担により各⾃で⾏ってください。

■お申込み後、活動日に参加ができなくなった場合は、
代わりのメンバーを選出してください。

■飲料⽔等は必要に応じて各⾃でご⽤意ください。
＊活動中の外出はできませんので予めご持参願います。

■当日は動きやすい服装・運動靴等でご参加ください。
＊サンダルやヒールの高い靴、スカート等での活動は

ご遠慮ください。
■ご登録いただいた連絡先へ、担当のリーダー・サブ

リーダーから、事前または当日に連絡をさせていた
だく場合がございます。

■当日の気象状況を考慮し、タオル・手袋・レインコー
ト・帽子等の寒暖・雨天対策は各自でご準備ください。
＊傘をさしながらの活動はご遠慮ください。

■更⾐室はございませんので、予め準備のうえ集合して
ください。
■荷物のお預かりはできません。貴重品を含め携⾏品の
管理は各自で⾏ってください。
＊ランナー用のロッカーは、ご利⽤いただけません。
＊盗難・紛失等について、主催者及び関係団体は⼀切

の責任を負いません。
■損害保険に一括加入します。(個人負担はありません)

＊保険の適用範囲は契約内容に基づくものとし、主催
者の指示を遵守しない場合は適用外となります。

注意事項

◇主催者は個⼈情報保護に関する法律及び関連法令を遵守

し適正な管理を⾏うとともに個⼈情報を取扱います。
◇ボランティア活動を円滑に⾏うことを目的とし、活動に

必要な諸連絡・出⽋確認・関係資料送付・保険申込等に
利⽤いたします。

◇活動中の映像・写真・記録等についてインターネット・
報道機関等への掲載権と肖像権は主催者に属します。

ボランティアへの参加申込みをもって、上記に同意した
ものとみなします。

個人 情報
の取 扱い

ボランティア募集要項

2019年９⽉19日[水] 18:30〜
または 9月23日[月・祝]   9:30〜

＊どちらかの日程で必ずご参加ください。

３時間程度を予定しています（簡易救命講習を含む）

説 明 会



＊個人またはグループでお申し込みの方は、上記より第３希望まで活動場所を選択いただけます。（申込状況により希望に添えない場合があります）
ただし、メイン会場で受付後、活動場所までは各⾃徒歩で移動していただくことを原則としますので、無理のない範囲で選択してください。

＊給⾷ポイントにつきましては、「④⾦町２丁目」または「⑤千波湖⻄駐⾞場」での活動となりますが、活動場所の選択はできませんので予めご了承ください。

マラソンコースと主な活動場所

活動場所 活動予定時間 活動内容 ⽔⼾駅からの距離

①

メイン会場 （県三の丸庁舎） 6:30 〜 16:30 会場案内・観光案内・外国語通訳（希望者）・その他 約 0.9 Km

メイン会場 （三の丸小学校） 6:30 〜 16:30 手荷物の預かり・返却・案内誘導等 約 0.6 Km

ゴール会場 （県三の丸庁舎） 9:30 〜 16:30 フィニッシュエリアにてドリンク等の配布 約 0.8 Km

② スタート会場（南町２丁目） 8:00 〜 11:00 スタート会場の設営・案内誘導・5 / 3Kmの部ゴール整理等 約 0.8 Km

③ 梅香トンネル（梅香２丁目） 9:00 〜 16:00 トンネル内イベント補助・ランナー誘導・観客整理等 約 1.3 Km

④ 給⾷ポイント（⾦町２丁目） 9:00 〜 16:00 給食の配布・設営等（＊併設の給水所は市内中学生が担当） 約 2.0 Km

⑤ 給⾷ポイント（千波湖⻄駐⾞場） 9:00 〜 16:00 給食の配布・設営等（＊併設の給水所は市内中学生が担当） 約 2.5 Km

⽔⼾⻩門漫遊マラソン実⾏委員会事務局（⽔⼾市市⺠協働部スポーツ課内）
〒310-8610 茨城県⽔⼾市中央1-4-1 （⽉〜⾦／9時〜17時 祝日を除く）

【TEL】029-303-7808 【FAX】029-306-7687 
【E-mail】mito-marathon@city.mito.lg.jp

お問合せ

申込み先

1

2

3

4

ボランティアスタッフの主な活動内容

ランナーに⼒の源とな

る給食を、食べやすく、

取りやすいよう提供し

ていただきます。

ゴール後の疲れたラン

ナーに、ドリンクや参

加賞などを配布してい

ただきます。

給 食

フィニッシュ 沿道整理

ランナーが安全に走れ

るよう、コース上の安

全管理に努めていただ

きます。

案内所 / 通訳

ランナーや観覧者から

寄せられる様々な問い

合わせに対応していた

だきます。

案内誘導

ランナーや観覧者など

を的確に誘導し、安全

管理、混雑緩和に努め

ていただきます。

スタート前にランナー

の手荷物を預かり、

ゴール後に返却を⾏っ

ていただきます。

手荷物預かり

5




