
 

 

活動日時

 

平成 30

 

※活動内容・

させていただきます

 

 

募集期間

 

平成 30

 

 

活動場所

 

(1) スタート地点

(2) コース沿道

(3) フィニッシュ地点

 

 

活動内容

 

●給水所、スタート・フィニッシュ会場及びコース沿道などでのランナーサービス、競

技運営補助ほか

 
 

(例) 

 

 

申込条件等

 

グループ・企業等

[資格]

・活動日当日、高校生以上の

  

[申込区分

 ・10

 ・1 グループ

・メンバーに高

 

ランナーを支えるボランティアを大募集します！！

活動日時 

30 年 9 月 2

※活動内容・場所により時間帯は変わりますが、活動時間は最大

させていただきます

募集期間 

30 年 4 月 9

活動場所 

スタート地点〔日本最北端の地

コース沿道〔フルマラソンの部、ショートの部

フィニッシュ地点

活動内容 ※フルマラソンの部・ショートの部共通

●給水所、スタート・フィニッシュ会場及びコース沿道などでのランナーサービス、競

技運営補助ほか 

スタート・フィニッシュ会場

コース沿道

申込条件等 

グループ・企業等

] 

・活動日当日、高校生以上の

申込区分] 

10 名を超える場合は、複数のグループ（

グループ 1

・メンバーに高校生が含まれる場合、保護者の同意を得た上で、申し込んでください

第 1 回 

ランナーを支えるボランティアを大募集します！！

2 日（日） 

場所により時間帯は変わりますが、活動時間は最大

させていただきます。 

9 日（月） 

〔日本最北端の地

〔フルマラソンの部、ショートの部

フィニッシュ地点〔北防波堤ドーム〕

※フルマラソンの部・ショートの部共通

●給水所、スタート・フィニッシュ会場及びコース沿道などでのランナーサービス、競

スタート・フィニッシュ会場

コース沿道 

グループ・企業等 

・活動日当日、高校生以上の

名を超える場合は、複数のグループ（

1 名のリーダーを選出してください

校生が含まれる場合、保護者の同意を得た上で、申し込んでください

 日本最北端わっかない平和マラソン

ランナーを支えるボランティアを大募集します！！

 予定 7：00

場所により時間帯は変わりますが、活動時間は最大

 ～ 7 月中旬

〔日本最北端の地 及び

〔フルマラソンの部、ショートの部

〔北防波堤ドーム〕

※フルマラソンの部・ショートの部共通

●給水所、スタート・フィニッシュ会場及びコース沿道などでのランナーサービス、競

スタート・フィニッシュ会場 

・活動日当日、高校生以上の 2 名以上で構成されるグループ・企業等

名を超える場合は、複数のグループ（

名のリーダーを選出してください

校生が含まれる場合、保護者の同意を得た上で、申し込んでください

日本最北端わっかない平和マラソン
 

 

ランナーを支えるボランティアを大募集します！！

00 ～ 15

場所により時間帯は変わりますが、活動時間は最大

月中旬 

及び 北防波堤ドーム〕

〔フルマラソンの部、ショートの部

〔北防波堤ドーム〕 

※フルマラソンの部・ショートの部共通

●給水所、スタート・フィニッシュ会場及びコース沿道などでのランナーサービス、競

ランナー誘導、荷物受付・返却、完走証交付、

開・閉会式補助、警備、駐車場整理

給水所での給水・給食提供、コース沿道警備、

競技運営補助

名以上で構成されるグループ・企業等

名を超える場合は、複数のグループ（▲▲

名のリーダーを選出してください

校生が含まれる場合、保護者の同意を得た上で、申し込んでください

日本最北端わっかない平和マラソン

ランナーを支えるボランティアを大募集します！！

15 : 00 

場所により時間帯は変わりますが、活動時間は最大

北防波堤ドーム〕 

〔フルマラソンの部、ショートの部(2・5・8

※フルマラソンの部・ショートの部共通 

●給水所、スタート・フィニッシュ会場及びコース沿道などでのランナーサービス、競

ランナー誘導、荷物受付・返却、完走証交付、

開・閉会式補助、警備、駐車場整理

給水所での給水・給食提供、コース沿道警備、

競技運営補助 ほか 

名以上で構成されるグループ・企業等

▲▲-A、▲▲-

名のリーダーを選出してください。 

校生が含まれる場合、保護者の同意を得た上で、申し込んでください

日本最北端わっかない平和マラソン ボランティア

ランナーを支えるボランティアを大募集します！！

場所により時間帯は変わりますが、活動時間は最大 3 時間を目途に調整

 

8 ㎞)〕 

●給水所、スタート・フィニッシュ会場及びコース沿道などでのランナーサービス、競

ランナー誘導、荷物受付・返却、完走証交付、

開・閉会式補助、警備、駐車場整理

給水所での給水・給食提供、コース沿道警備、

 

名以上で構成されるグループ・企業等（中学生は不可）

-B）を編成してください

校生が含まれる場合、保護者の同意を得た上で、申し込んでください

ボランティア募集要項

ランナーを支えるボランティアを大募集します！！ 

時間を目途に調整

●給水所、スタート・フィニッシュ会場及びコース沿道などでのランナーサービス、競

ランナー誘導、荷物受付・返却、完走証交付、

開・閉会式補助、警備、駐車場整理 ほか 

給水所での給水・給食提供、コース沿道警備、

名以上で構成されるグループ・企業等（中学生は不可）

）を編成してください

校生が含まれる場合、保護者の同意を得た上で、申し込んでください

募集要項 

時間を目途に調整

●給水所、スタート・フィニッシュ会場及びコース沿道などでのランナーサービス、競

ランナー誘導、荷物受付・返却、完走証交付、 

 

給水所での給水・給食提供、コース沿道警備、

（中学生は不可） 

）を編成してください。 

校生が含まれる場合、保護者の同意を得た上で、申し込んでください。 



個人 

[資格] 

・活動日当日、高校生以上の方（中学生は不可） 

 ・高校生は、保護者の同意を得た上で、申し込んでください。 

 

申込条件（個人、グループ・企業等共通） 

(1) 大会前の 8 月に開催予定の「ボランティア説明会」に参加できる方 

（応募者には別途案内します。グループ・企業等については代表者の出席で可） 

(2) 大会当日、実行委員会が指定する場所に集合し、事前に指示する場所・時間で活動

できる方 

(3) 長時間立ったままでの活動になるため、健康上支障のない方 

(4) 雨天でもレースは行いますので、雨天時でもご協力頂ける方 

(5) 主催者が定めるボランティア募集要項を理解し、注意事項を遵守できる方 

 

 

支給物 

 

(1) ボランティアスタッフ用キャップ（進呈いたします） 

(2) ボランティアスタッフ用ベスト（返却いただきます） 

(3) 活動する時間帯により、昼食（弁当・飲物）を支給します。 

※日当・交通費などの支給はありません。 

 

 

申込方法 

 

(1) ボランティア参加申込書に必要事項を記入し、郵送・FAX もしくは E-mail で大会

事務局へ提出してください。 

(2) ボランティア募集要項と参加申込書は、大会ホームページからダウンロードしてい

ただくか、下記の各公共施設に備えてありますので、お近くの公共施設窓口でお受

け取りください。 

 

申込先 〒097-0022 稚内市中央 3 丁目 13 番 15 号 

     日本最北端わっかない平和マラソン大会実行委員会事務局 あて 

    （稚内市教育委員会教育部社会教育課スポーツ推進グループ内） 

T E L 0162－23－6284 F A X 0162－22－7913 

U R L http：//www.wakkanai-marathon.jp/ 

 

 

注意事項 

 

(1) 同一人物が、重複して申し込むことはできません。 

(2) グループ・企業等で登録メンバーが参加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。 

(3) 主催者は損害保険に一括加入します（個人負担はありません）。 

(4) ボランティア中の事故やケガについては、保険の範囲内で対応しますが、主催者の

指示に遵守しない場合は、適用外となります。 



(5) 大会は雨天でも実施されますので、雨具・防寒具・タオルなどは、ご自分でご用意

してください。 

(6) ボランティアの方々が荷物を預ける場所はありません。貴重品を含め携行品の管理

は各自で行ってください。紛失・盗難等について主催者は責任を負いません。 

 

 

問合せ先 

 

日本最北端わっかない平和マラソン大会実行委員会 事務局 

（稚内市教育委員会教育部社会教育課スポーツ推進グループ内） 

T E L 0162－23－6284 F A X 0162－22－7913 

U R L http：//www.wakkanai-marathon.jp/ 

E-mai wakkanai-marathon@city.wakkanai.lg.jp  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ボランティア参加申込書備え付け施設 

 

名  称 住 所 電話番号 

温水プール水夢館 開運町 1 23-8100 

総合勤労者会館 大黒 3 23-3643 

稚内市地域交流センター（キタカラ） 中央 3 29-0277 

港ふれあいセンター 港 3 24-5410 

宝来地区活動拠点センター 宝来 4 22-5150 

東地区活動拠点センター 潮見 3 34-6330 

富岡・はまなす地区活動拠点センター 富岡 5 34-5115 

北コミュニティセンター 恵比須 4 23-5755 

声問コミュニティセンター 声問 3 26-2541 

沼川コミュニティセンター 沼川 74-2973 

増幌コミュニティセンター 増幌 26-2974 

市立図書館 大黒 4 23-3874 

総合文化センター 中央 3 22-2727 

少年自然の家 富士見 4 28-1632 

青少年会館 恵比須 2 23-7049 

生涯学習総合支援センター（風～る） 富岡 1 23-6520 

総合体育館 富士見 4 28-1111 

市体育館 宝来 4 23-3600 

緑体育館 緑 2 22-1050 

体育センター 大黒 3 23-7001 

大沼球場 声問 26-2390 

こまどりパークゴルフ場 こまどり 4 22-4564 

ノシャップ公園パークゴルフ場 ノシャップ 2 24-1919 

 

 

 

 

 

 

 

 


