
T he year 2020 began with the declaration of a state of emergency due 
to the spread of the new coronavirus. Even after the declaration, the 
infection crisis continued, forcing the YMCA to cancel, change or post-

pone its regular programs and projects, and on the social front, large-scale 
sporting events. At one point, the YMCA International Charity Run 2020 to 
support programs for children with disabilities was in jeopardy at all locations. 
However, after much thought and discussion among the YMCAs, and after 
considering what we could do while taking measures to prevent the spread 
of infection, we were able to hold the event at 13 YMCAs across the country, 
both in the traditional format and in a new “virtual” format. The virtual event 
allows participants to run, walk, swim, etc. at any time and any place they 
want. Also, since there was no need to gather at the venue, participants from 
far away from the venue could participate in the event, making it possible 
to realize that we are connected even though we are far away from each 
other. In addition, thanks to the support of Mitsubishi Corporation, we were 
able to produce masks and mask cases as participation prizes, which were 
well received by all participants. Some YMCAs received more applications 
than usual, which opened up the possibility of future charity runs. Although 
the YMCA decided not to hold the event, it was a year in which each YMCA 
gathered their wisdom to continue supporting children with disabilities by 
collecting donations through fund masks and selling goods.

We hope that we can continue to make use of this experience in FY2021 
and continue our support for children with disabilities without stopping.

◉聞く、話す、読む、書くなどの領域や、社会性、運動面におけ
る困難さを持っていることで、学校で孤立してしまったり、引
きこもりや不登校になったりするケースが多い。

◉特に発達障がいは、障がいの度合いにより、障がい者認定さ
れないケースもある「目に見えにくい障がい」であり、社会の
認知も低いため、本人やそのご家族が人知れず苦しんでいる
ことも多い。発達障がいの児童は、40人学級のうち2～ 3名
にのぼるとされている。

◉国や公的機関の支援も十分でなく、ご家族の負担も大きい。

1987年、国際賛助会（FCSC）の主催により、全国初のチャ
リティーランが東京で開催されました。現在は、YMCAイ
ンターナショナル・チャリティーランとして、全国21カ所

に広がり、年間約1万2千人のみなさまにランナーやボランティア
として参加していただいています。そして、これまでに7億5千万
円以上のご寄附をお寄せいただきました。チャリティーランへの参
加費やご寄附は、すべてYMCAが全国で展開する「子どもたちの
ための特別支援プログラム」に充当させていただいています。
　YMCAインターナショナル・チャリティーランは、障がいのある子
どもたちも、そうでない子どもたちも、ともに幸せに生きていける社
会を目指して開催されています。現在、YMCAでは年間およそ300
のプログラムを実施し、約3,000名の子どもたちが参加しています
が、全国の障がいのある子どもたちが参加できるようになるまで
は、まだまだ遠い道のりです。障がいのある子どもたちへの社会的
な関心を高める機会として、より多くの方々にチャリティーランにご
参加・協賛いただくことで、障がいのある子どもたちのためのプロ
グラムが増え、多くの子どもたちが参加できるようになります。
　チャリティーランのスローガン「LOVE ON THE RUN」は、私たち
の感じていることや、行動指針を表したものです。チャリティーラン
は、すべての人への思いやりを行動にし、周りにいる人たちに伝え
る方法のひとつなのです。ランナーやボランティアとしての参加、
経済的なご支援など、あなたの思いやりを、どうぞかたちにしてく
ださい。

The YMCA organized its first Charity Run in Tokyo in 1987 
hosted by the FCSC/Foreign Community Supporting 
Committee.  The program has since expanded in scope to 

include runs in 21 prefectures throughout Japan involving around 
12 thousand runners and volunteers participating every year. 
These events to date have raised more than 750 million yen in 
donations and participation fees; these contributions are used 
for the YMCA’s challenged children programs throughout Japan.  

The YMCA International Charity Run event and fund raising 
is aimed to help create a society where challenged children and 
children without any disabilities can live happily together.  At 
present, YMCAs carry out about 400 programs per year and about 
5,000 children participate in these programs.  The Charity Run 
provides an opportunity to raise social awareness in challenged 
children and increase support for challenged children support 
programs.  As more people participate and support the Charity 
Run, the programs will enable more children to participate.

“Love on the run”, the Charity Run’s slogan represents the 
essence of our operating spirit.  The Charity Run provides an 
opportunity for people to engage, participate and support these 
programs.

Please support this Charity Run through your participation 
and/or financial contribution.

YMCA「子どもたちのための特別支援プログラム」｜YMCA Children Supporting Programs 

Flow of Charity Run Donation

YMCAインターナショナル・チャリティーラン
寄附金の流れ

ナショナルスポンサーとして協賛していただくことにより、チャ
リティーランの収益金が全国のYMCA「子どもたちのための特
別支援プログラム」へ提供されます。
各地のチャリティーランへの協賛・参加により、各地のチャリ
ティーランの収益金が地元のYMCA「子どもたちのための特
別支援プログラム」のほか、一部は全国のYMCA「子どもたち
のための特別支援プログラム」へ提供されます。

YMCAインターナショナル・チャリティーランの収益金は
すべて特別支援プログラムに使われます。
全国YMCAではおよそ300のプログラムを実施し、
約3,000名の子どもたちが参加しています。
All revenues from the YMCA International Charity Runs are 
used for challenged children support programs.  About 300 
programs are carried out by YMCAs through the country and 
about 3,000 children participate in them.

Revenues from the International Charity Run and contributions 
from the national sponsor are provided to YMCAs Challenged 
Children Programs throughout Japan.
Revenues from local charity runs are provided partly to YMCA 
Challenged Children Programs throughout Japan in addition 
to local YMCA Challenged Children Programs.

2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大により「緊急事態宣言」
から始まりました。宣言が明けた後も感染危機は続き、YMCA
では通常のプログラムや事業が、社会的には大規模スポーツイ

ベント等が中止や変更・延期を余儀なくされました。障がい児プログラム支
援のためのYMCAインターナショナル・チャリティーラン2020も、一時はす
べての開催地で開催が危ぶまれていました。しかし、それぞれのYMCAで
知恵を出し合い、幾度となく話し合いを持ち、感染防止対策を取りながらで
きることは何かを考えた結果、全国13か所のYMCAで、従来通りの形式に
加え、「バーチャル」という新しい試みでの開催をすることができました。
バーチャル開催は、参加される方々が好きな時間に、好きな場所で走ったり、
歩いたり、泳いだりして参加することができます。また会場に集まる必要が
ないので、会場から遠く離れた場所からの参加も可能になり、「はなれてい
てもつながっている」ことを実感できる大会となりました。また、三菱商事様
のご協賛で、参加賞としてマスク＆マスクケースを作成し、参加された皆様
から好評を得ることができました。例年を上回る参加申込みがあったYMCA
もあり、今後のチャリティーランの可能性が広がりました。開催は断念したも
のの、寄附をいただいた方にマスクをお渡しするファンドマスクや、グッズ
販売などで寄附金を集めるなど、それぞれのＹＭＣＡが、障がい児支援を止
めないために知恵を絞った一年でした。
　2021年度も引き続きこの経験を生かし、障がい児支援の歩みを止めずに
続けていきたいと願っています。

コロナ禍における
YMCAインターナショナル・チャリティーラン2020

公益財団法人 日本YMCA同盟  会長 川本龍資

YMCA International Charity 
Run 2020 in Corona Disaster
By Ryushi Kawamoto, President,
The National Council of YMCAs of Japan

あなたの思いやりが、
全国の子どもたちに広がります。
Your thoughts are transmitted to children throughout Japan
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Example of Programs:

Situation of the Children

こんなプログラムを実施しています。

YMCA「子どもたちのための特別支援プログラム」は、障がいのあ
る子どもたちが楽しみながら自分の能力を伸ばし、やる気と勇気、
自信を育むためのプログラムです。キャンプ、コンサート、絵画展
などのほか、年間を通じて実施する体操、水泳、音楽、学習など
のプログラムがあります。

スポーツを通じて、
心身の成長をサポートします。

自然の中で、仲間とともに
自然を体感します。

失敗も温かく受け入れられ、
自分らしく安心して過ごせる
場所です。

知的障がいのある子どもたちを対象
とした水泳スクールを定期的に開催
し、心身ともに成長し、社会性を身に
つけるための機会を提供しています。
また、ここで指導に関わったボラン
ティアリーダーたちは、将来の教育者
として巣立っていきます。

知的障がいのある子どもたちが、自
然の中で様々な体験をする機会を提
供しています。ふだんは家族に頼っ
ている身の回りのことに挑戦したり、
みんなで歌を歌ったり、仲間と一緒に
それぞれが楽しく過ごします。

発達障がいのある子どもたち向けに、
アートプログラムを実施しています。
音楽や美術などのクリエイティブワー
クを通じて、楽しみながら信頼関係
をつくることで、YMCAが子どもたち
とそのご家族にとって幸せな時間を
過ごせる居場所となれるようめざして
います。

発達障がいのある子どもたちが安心
してコミュニケーションできる場を提
供しています。子どもたちは友だちを
つくったり、失敗したり、成功したり、
さまざまな経験のなかで社会性を身
につけていきます。

Supporting the Mental and
Physical Growth of Children
Through Sports

Enjoying the Nature
Together With Friends

Offering a Comfortable 
Environment for Children 
to Overcome and Accept 
Mistakes 

The YMCA holds swimming classes for 
children with intellectual challenges and 
offers an opportunity for them to grow both 
mentally, physically and to develop social 
skills.  Moreover, volunteer leaders who 
participate and coach the children develop 
skills and many become future educators.

Opportunities are provided for intellectu-
ally challenged children to experience 
various nature trips.  Children who depend 
on their families for complete personal 
care are given the chance to demonstrate 
their abilities, sing songs and enjoy time 
with friends.

Art programs are offered to children 
with developmental disabilities. Through 
creative works such as music and art, 
the YMCA aims for the children to enjoy 
developing healthy relationships with 
other children as well as to create a 
comfortable environment for children 
and their families. 

Classes offer a comfortable environment 
for children with developmental disabilities 
to develop communication skills.  Children 
develop various social skills while estab-
lishing friendships, overcoming failures 
and accepting mistakes.

The YMCA Challenged Children Programs aim to enhance the 
ability, self-esteem, potential, and courage of these challenged 
children in a positive environment.  The programs offer camps, 
concerts, art exhibitions, gymnastics, music, and educational 
support throughout the year.

みなさまのご寄附・参加費が、子どもたちの未来につながります。
All your donations and participation fees will contribute to the future of the children.

YMCAが全国で展開する「子どもたちのための特別
支援プログラム」は、チャリティーランにお寄せいた
だいた寄附金や参加費などで運営されています。こ

のプログラムは、災害によって被災した子どもたちや、発
達障がい、知的障がい、肢体障がいなどによって日常生
活に困難が多い子どもたちが、自信を持って心豊かな生
活を送れるようになることを目的に運営されています。一
般的な子ども向けプログラムに比べて、きめ細かな対応
や、多くのスタッフが必要となることもあり、より多くの参
加を希望する子どもたちを受け入れるためにも、みなさ
まからのご支援を必要としています。

YMCA challenged children programs throughout Japan are 
supported by donations and participation fees from the 
Charity Run.  These programs are provided for children 
impacted by earthquake trauma, children with develop-

ment difficulty, mentally challenged children and physically 
challenged children having difficulties to carry out their daily 
lives.  The aim of the programs is for these children to lead a 
spiritually enriched life with abundant self-esteem and confi-
dence.  The challenged children programs require the careful 
and full attention of numerous staff.  Additional financial support 
will enable more children to participate in these programs.

◉Includes children with issues in basic skills of listening, 
speaking, reading and writing, have difficulty adapting to 
society, struggle with light sports, easily isolated at school, 
experience difficulty attending school or unable to leave 
their home “hikikomori”.

◉Mild cases of developmental disabilities which are difficult 
to identify are often not authorized as disabilities.  As these 
disabilities have low social awareness, the child and their 
families often struggle in addressing these concerns. It 
is said that there are 2 to 3 children with cases of devel-
opmental disabilities in a 40 children class.

◉There is not enough governmental support and these 
families must bear a heavy financial and emotional burden.

アートプログラムを通して
社会性を身につけます。

Social Skills Are Taught Through 
Various Art Programs

こんな子どもたちがいます。

YMCA
International
Charity Run

since 1987

全国各YMCA｜YMCAs of Japan

ワイズメンズクラブ国際協会東・西日本区
The International Association of Y’s Men’s Club

日本YMCA同盟
The National Council of YMCAs of Japan

主催・共催　Host / Co-host

Childrenin needあなたの助けを
必要としている
子どもたちがいます。

YMCAチャリティーランは、
みなさまの助けを必要としています。

温かいご支援をお願いします。

The YMCA Charity Run asks for your support.

We appreciate your generous support.

National Sponsor

National Prize Sponsors

協賛をする 商品などの
物品を提供する

ランナーや
ボランティアとして

参加する

Sponsorship Contribute donations
in prizes and goods

Participate as
runners and
volunteers

How to Contribute
ご協力の方法
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各地のチャリティーラン
Local Charity Runs＝

＝各地のYMCA 「子どもたちのための特別支援プログラム」
Local Challenged Children Programs

全国のYMCA
「子どもたちのための特別支援プログラム」

Challenged Children Programs throughout Japan

YMCA
インターナショナルチャリティーラン
YMCA International Charity Run

各地の
チャリティーラン
への協賛・参加

Financial Support or
Participation to

Various Runs

Children are encouraged by your effort to run
Join the YMCA International Charity Run!

あなたが走ると、ハッピーになる子どもたちが増えます。
YMCAインターナショナル・チャリティーランに、
ご参加・協賛ください。

YMCAインターナショナル・チャリティーラン主催・共催団体の紹介
The host and co-host for the YMCA International Charity Run

YMCA（Young Men’s Christian Association）は、産業革命下のロンドンで
1844年に設立されました。当時は、農村から都市部に出てきた青少年
たちが、機械の歯車のように働かされ、仕事と寝るだけの生活を送って
いました。呉服商の店員だった22歳のジョージ・ウイリアムズは、こう
いった青少年たちが、生きる意味を見つめ、孤立から連帯し、積極的な
人生を送れるようにとYMCAを設立したのです。日本では、1880年に
東京YMCAが設立されました。YMCAは、イエス・キリストの愛と奉仕の
生き方に学び、すべての人々の成長を願う社会教育団体として、現在で
は世界120の国と地域で6,000万人の会員が、チャリティー活動や国際
プログラム、ウエルネス活動などに取り組んでいます。

ワイズメンズクラブは、YMCAが行う青少年の
ためのプログラムを支援することを目的に、
1922年に米国オハイオ州で誕生しました。日本
では1932年に設立され、現在は全国141クラ
ブ、2,314名の会員が、YMCAの活動の支援を
はじめ、国際交流、地域社会への奉仕事業、若
者の交換留学などの活動を行っています。

Established in London, 1884, the YMCA has grown into a worldwide 
organization supporting the development of all people of all ages with over 
60,000,000 members in 120 countries. Since 1880, the YMCAs of Japan 
have organized volunteer and international relief programs, schools 
and other community educational programs, and wellness centers.

Founded in 1922 in Ohio, and established in Japan 
in 1932, the Japan Y’s Men’s Clubs have expanded 
to 2,314 members in 141 clubs, and continue 
to actively support YMCA programs as well as 
other activities such as international friendship 
exchanges, community service, youth exchanges 
and home stays.

The National Council of YMCAs of Japan was formed in 1903 
as a liaison and coordinating organization for urban YMCAs 
that operate independently in 200 locations in 35 cities 
nationwide. Through all of its activities, the YMCA aims to 
create a prosperous society where people can recognize 
and enhance each other, and where there is a “positive net,” 
a network connected by people’s good will and positive 
feelings. Through the charity run, we will be supporting the 
YMCA’s challenged children support programs.

ワイズメンズクラブ
国際協会東・西日本区

The International Association
of Y’s Men’s Club

全国各YMCA

YMCAs of Japan

日本YMCA同盟

The National Council of YMCAs of Japan

全国35都市200拠点で独立して活動を行う都市YMCAの
連絡・調整機関として、1903年に結成されました。すべて
の活動を通して、人びとが互いを認め合い、高め合うこと
ができ、人の善意や前向きな気持ちによってつながるネッ
トワーク「ポジティブネット」がある豊かな社会を目指して
います。チャリティーランを通して「子どもたちのための特
別支援プログラム」を応援していきます。
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第25回 北海道YMCAインターナショナル・チャリティーラン 2020
The 25th Hokkaido YMCA International Charity Run 2020

開催日 2020年10月17日～25日 Date Oct. 17-25, 2020
開催場所 Web上 Venue Online
寄附金総額 213,500円 Total Donation 213,500 yen
参加チーム ― Total teams ―
参加ランナー 70名 Total runners 70 runners

後援 北海道、札幌市、札幌市教育委員会、札幌西ロータリークラブ、北海道LD児
親の会連絡協議会、札幌ワイズメンズクラブ、札幌北ワイズメンズクラブ、ワイズメンズ
クラブ北海道部
協力 ジョンソンコントロールズ（株）
参加 札幌西ロータリークラブ、ジョンソンコントロールズ（株）、北見ワイズメンズクラ
ブ、札幌野外活動ボランティアリーダー会、札幌ワイズメンズクラブ、札幌北ワイズメン
ズクラブ、十勝ワイズメンズクラブ

第26回 仙台YMCAインターナショナル・チャリティーラン 2020
The 26th Sendai YMCA International Charity Run 2020

開催日　　2020年9月20日（中止） Date   Sep. 20, 2020 （Canceled）
寄附金総額 612,000円 Total Donation 612,000 yen

第7回 茨城YMCAインターナショナル・チャリティーラン 2020
The 7th Ibaraki YMCA International Charity Run 2020

開催日 2020年11月7日（中止） Date Nov. 7, 2020 （Canceled）
寄附金総額 146,010円 Total Donation 146,010 yen

第23回 山梨YMCAインターナショナル・チャリティーラン 2020
The 23th Yamanashi YMCA International Charity Run 2020

開催日 2020年11月28日（中止） Date Nov. 28, 2020 （Canceled）

協賛・協力・参加 雨宮電気（株）、（株）アンク、（株）印傳屋上原勇七、（株）ヴァンフォー
レ山梨スポーツクラブ、（株）オオキ、（株）岡島、（株）オギノ、小倉税務会計事務所、甲
斐日産自動車（株）、（社医）加納岩、（株）桔梗屋、（医）快療会久津間整形外科医院、
（株）健康堂調剤薬局、（株）甲州青果市場、NPO法人甲府駅北口まちづくり委員
会、甲府ロータリークラブ、国際建設（株）、国際ソロプチミスト山梨、（株）米福、五光
電工（株）、笹一酒造（株）、さとう建築事務所、（株）サンカイゴ、（株）サンキムラヤ、山
日YBSグループ、シメギフォトスタジオ、（株）シャルム、（株）少國民社、昭和測量（株）、
ジョガーズ、新星電機（株）、鈴木健司税理士事務所、（学）聖愛幼稚園、税理士事務
所ファインワークス（芹沢美容院）、全労済山梨県本部、大栄設備（株）、（株）ダイタ、
Team O.R.C, 武田食品（株）、（株）地創、中央労働金庫山梨県本部、（株）ドコモＣＳ
山梨支店、（株）内藤ハウス、（医）中島会中島医院、（株）ニュー平和 ,（株）バイオアグ
リス、（株）はくばく、（株）早野組、（医）和水会原口内科・腎クリニック、東日本電信電話
（株）山梨支店、富士ゼロックス多摩（株）、フローリストあかね、（株）フロンティア、ベト
ナムの花ちゃん、ボーイスカウト山梨県連甲府第５団、ボーイスカウト山梨県連甲府第
2団、マコト医科精機（株）、（株）丸甲富士吉田青果地方卸売市場、（株）マルモ、マン
ズワイン（株）、向山塗料（株）、萌木の村、山城サッカースポーツ少年団、（学）山梨英
和学院、山梨英和大学、山梨学院大学、山梨学院大学陸上競技部、山梨県障害者フ
ライングディスク協会、山梨県立大学、（一社）山梨県労働者福祉協会、（株）山梨広告
運送、山梨・新興徽章、山梨スズキ販売（株）、山梨中央銀行甲府東エリア、山梨トヨタ
自動車（株）トヨタ会、山梨トヨペット（株）、（株）山梨日日新聞社、山梨日野自動車（株）、
（株）山梨放送、山梨ポーテージ協会、（株）ユニオンサービス、（学）ユニタス日本語学
校、（医）八香会湯村温泉病院、（株）依田建設、リズム・オブ・ラブ、連合山梨、ＹＪ空手
アカデミー、若杉歯科医院、（株）渡辺商店、甲府ワイズメンズクラブ、甲府21ワイズメ
ンズクラブ、富士五湖ワイズメンズクラブ、甲府ワイズメネット会、甲府21ワイズメネット
会、山梨YMCA岡島デイサービスセンターぶどうの木、山梨YMCAきらきら教室、山梨
YMCAプライムタイム （2019年度協力団体）

第27回 名古屋YMCAインターナショナル・チャリティーラン2020
The 27th Nagoya YMCA International Charity Run 2020

開催日 2020年11月7日（1 Day）、2020年10月17日～11月7日（Online）
Date Nov. 7, 2019（1 Day）, Oct. 17-Nov. 7, 2020（Online）
開催場所 名城公園、Web上 Venue Meijo Park, Online
寄附金総額 2,816,000円 Total Donation 2,816,000 yen
参加チーム 26チーム Total teams 26 teams
参加ランナー 200名 Total runners 200 runners

後援 愛知県、名古屋市、（公財）名古屋市教育スポーツ協会、中日新聞社、NHK厚
生文化事業団中部支局、CBCテレビ、東海テレビ放送、東海テレビ福祉文化事業団、
ZIP-FM
協賛・協力・参加 愛知県立瑞陵高校サッカー部、（株）愛知、浅野真紀子、浅野有記
胤、天野エンザイム（株）、アライブイングリッシュスクール、荒川恭次、安細好子、石川
拓哉、（株）イズミック、（株）エディオン、岡本甫、奥田富貴子、尾國尚二、小澤幸男、オ
リエンタルビル（株）、神谷美穂子、川本電産（株）、鬼頭美恵子、キリックスグループ、
光洋マテリカ（株）（光友会21）、後藤・鈴木法律事務所、近藤産興（株）、（有）佐野
商会、柴田洋治郎、ジョンソンコントロールズ（株）、住田正夫法律事務所、田尾尚、高
田士嗣、（株）タケショウ、玉三屋食品（株）、中京綜合警備保障（株）、中部ウォーカソ
ン、中部電力ミライズ（株）、中部日本ビルディング（株）、辻惠子、つばめ交通協同組合、
（合）ティーエムピー、東京海上日動火災保険（株）、東京海上日動火災保険（株） 名
損2部有志、中日本高速道路（株） 社員有志、名古屋大須ロータリークラブ、（株）名
古屋観光ホテル、名古屋キリスト教社会館、名古屋栄ロータリークラブ、名古屋中ロー
タリークラブ、名古屋ロータリークラブ、名古屋ロードサービス（株）、南部産業（株）、西
日本電信電話（株）、日研オフィスシステム（株）、野村秋博、（株）八勝館、服部與（株）、
坂野清治、日立建機日本（株）、日野哲也、美容室NO-NAME、福島登、藤田螺子工
業（株）、古庄電機産業（株）、ホーユー（株）、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（株）、
ボトムライン、三木まゆみ、三菱商事中部支社、（株）名エングループ、矢作建設工業
（株）、山田幸子、游神会、義井順之、義井誠之、義井裕子、義井みどり、吉田一誠、
六合（株）、渡辺真悟、名古屋インターアクトクラブ、名古屋グランパスワイズメンズクラ
ブ、名古屋東海ワイズメンズクラブ、名古屋南山ワイズメンズクラブ、名古屋YMCAリー
ダー会、名古屋ワイズメンズクラブ、南山バザー2020、南山YMCAヨガ教室生徒一同、
名古屋YMCAスタッフ有志

第5回 滋賀YMCAインターナショナル・チャリティーラン 2020
The 5th Shiga YMCA International Charity Run 2020

開催日 期間設けず Date No period
開催場所 Web上 Venue Online
寄附金総額 135,000円 Total Donation 135,000 yen
参加チーム ― Total teams ―
参加ランナー 135名 Total runners 135 runners

協賛・協力・参加 管井恵子、河口裕亮、井之上温代、堀江芙美、瀬間恭子、藪秀実、
太田美智代、松本太一、峰洋美、谷口和美、林宏、西川裕介、林俊博、久保田正紀、

第21回 埼玉YMCAインターナショナル・チャリティーラン 2020
The 21th Saitama YMCA International Charity Run 2020

開催日 2020年11月3日～23日 Date Nov. 3-23, 2020
開催場所 Web上 Venue Online
寄附金総額 732,220円 Total Donation 732,220 yen
参加チーム ― Total teams ―
参加ランナー 197名 Total runners 197 runners

後援 埼玉県、埼玉県教育委員会、（公財）埼玉県公園緑地協会、（福）埼玉県社会
福祉協議会、所沢市、所沢市教育委員会、（福）所沢市社会福祉協議会、所沢市医師
会、所沢市歯科医師会、所沢市薬剤師会、所沢市鍼灸師会、所沢市柔道整復師会
協賛・協力・参加 東酒類（株）、榎町すこやか整骨院、川越ワイズメンズクラブ、外国人

119ネットワーク、拡大写本所沢はなびら、群馬県丸沼高原スキー場、国際玄制流空
手道連盟武徳会、小手指の治安を守る会、埼玉西ヤクルト販売（株）、埼玉YMCA会
員、燦クリーン（株）、在日本韓国YMCAアジア青少年センター、ジョンソンコントロール
ズ（株）、生活協同組合コープみらい、田中電気（株）、所沢市医師会、所沢市歯科医
師会、所沢市柔道整復師会、所沢市薬剤師会、所沢ワイズメンズクラブ、所沢マスター
ズサークル、（株）尚美堂、国際青少年センター YMCA東山荘、武州ガス（株）、有貴歯
科クリニック、ライオン（株）

第34回 東京YMCAインターナショナル・チャリティーラン 2020
The 34th Tokyo YMCA International Charity Run 2020

開催日 2020年10月10日～11月1日 Date Oct. 10-Nov. 1, 2020
開催場所 Web上 Venue Online
寄附金総額 4,389,500円 Total Donation 4,389,500 yen
参加チーム 43チーム Total teams 43 teams
参加ランナー 1,213名 Total runners 1,213 runners

後援 東京都、江東区
協賛・協力・参加 （株）アクアビルトコーポレーション、アヴィバ（株）、イオン（株）、上田
八木短資（株）、岡谷エレクトロニクス（株）、（株）カーギルジャパン、（株）恵愛、京王電
鉄（株）、コストコホールセールジャパン（株）、聖路加国際病院YMCA ぐうぐうプログラ
ム、トヨタモビリティ東京（株）、（株）トランスアクト、東京・フロストバレーYMCAパート
ナーシップ、ビザ・ワールドワイド、富士ゼロックス端数倶楽部、ライオン（株）、（株）ロー
タスインターナショナル、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、国際青少年センター YMCA
東山荘、東京YMCA医療福祉
専門学校、東京YMCA国際ホ
テル専門学校、東京YMCAウ
エルネス東陽町、東京YMCA
社会体育保育専門学校、東京
YMCA江東コミュニティーセン
ター、江東YMCA幼稚園、し
ののめYMCAこども園、東京
YMCA東陽町コミュニティーセ
ンター、東京YMCAにほんご学
院、東京YMCA高等学院、東
京YMCA liby、東 京YMCAイ
ンターナショナルスクール、東京
YMCA西東京コミュニティーセ
ンター、東京YMCA南コミュニ
ティーセンター、東京YMCA山
手コミュニティーセンター、YM
サービス（株）

第23回 横浜YMCAインターナショナル・チャリティーラン 2020
The 23th Yokohama YMCA International Charity Run 2020

開催日 2020年11月14日～30日 Date Nov. 14-30, 2020
開催場所 Web上 Venue Online
寄附金総額 3,884,592円 Total Donation 3,884,592 yen
参加チーム 73チーム Total teams 73 teams
参加ランナー 365名 Total runners 365 runners

後援 神奈川県、神奈川県社会福祉協議会、横浜市市民局、ＮＨＫ横浜放送局、横
浜市社会福祉協議会、神奈川県レクリエーション協会、神奈川新聞社、（公財）よこは
まユース、横浜商工会議所、tvk（テレビ神奈川）
協賛・協力・参加 アサヒ飲料販売（株）、厚木ティービルサービス（有）、アンドウ電気照
明（株）、（株）市川総業、（株）伊藤園、上野トランステック（株）、小倉会計事務所、（有）
海栄電気、神奈川県安全赤十字奉仕団、鎌倉車いすと共に歩む会、草の根ネット麦
の会、コカ・コーライーストジャパン（株）、坂本クリニック、サントリービバレッジサービス
（株）、湘南ひかりのくに（株）、（株）ジャパンビバレッジ東京、ジョンソンコントロールズ
（株）横浜支店、セコム（株）、（株）孫悟空、ダイドードリンコ（株）、タカノ（株）、Chubb
損害保険（株）、テクノワイズ（株）、東京キリンビバレッジサービス（株）、共に歩む会、国
際青少年センター YMCA東山荘、富士ゼロックス神奈川（株）、（株）ホテル、ニューグラ
ンド、丸全昭和運輸（株）、（株）ヨコソー、（株）横浜銀行、（株）横浜ビー・コルセアーズ、
（有）ワイコーポレーション、ワイズメンズクラブ湘南・沖縄部、横浜ワイズメンズクラブ、
鎌倉ワイズメンズクラブ、横浜とつかワイズメンズクラブ、厚木ワイズメンズクラブ、金沢
八景ワイズメンズクラブ、横浜つづきワイズメン＆ウィメンズクラブ、横浜つるみワイズメ
ンズクラブ、横浜YMCA賛助会

太田匡彦、とのがい土地家屋調査士法人、國宗勝彦、守谷久代、三原茂靖、祝部康二、
深井嘉希、長浜ワイズメンズクラブ、人見晃弘、岡本紗智、東康彦、三谷喬、角田知駿、
金岡郁成、伊藤文訓、今井友子、藤野恵美子、小林明子

第26回 大阪YMCAインターナショナル・チャリティーラン2020
The 26th Osaka YMCA International Charity Run 2020

開催日 2020年9月26日（中止） Date Sep. 26, 2020 （Canceled）
寄附金総額 801,000円 Total Donation 801,000 yen

協賛・協力・参加 尾山亜希、中本和子、西下正敏、三浦直之、吉田清三、Hannah 
Greaves、ワイズメンズクラブ国際協会西日本区中西部、ワイズメンズクラブ国際協会
西日本区阪和部、大阪ワイズメンズクラブ、大阪土佐堀ワイズメンズクラブ、大阪千里ワ
イズメンズクラブ、大阪高槻ワイズメンズクラブ、大阪センテニアルワイズメンズクラブ、
大阪西ワイズメンズクラブ、大阪茨木ワイズメンズクラブ、大阪なかのしまワイズメンズ
クラブ、大阪サウスワイズメンズクラブ、大阪河内ワイズメンズクラブ、大阪長野ワイズメ
ンズクラブ、大阪泉北ワイズメンズクラブ、奈良ワイズメンズクラブ、大阪YMCA活動推
進委員会、大阪YMCAチャリティーランボランティアグループ、大阪YMCA堺地域ユー
スボランティアリーダー会、大阪YMCA高槻地域ユースボランティアリーダー会、大阪
YMCA豊中地域ユースボランティアリーダー会、大阪YMCA東大阪地域ユースボラン
ティアリーダー会、大阪YMCA枚方地域ユースボランティアリーダー会、大阪YMCA大
阪市北部地域ユースボランティアリーダー会、阿南ユースボランティアリーダー会、大阪
YMCAリーダーOBOG、堺市立青少年センター/堺市立青少年の家キッズチアリーディ
ングクラス、土佐堀YMCAウエルネス、大阪南YMCA、YMCA桃の里、野外キャンプ事
業部、体育・ユーススポーツ事業部、堺市立青少年センター、堺市立青少年の家、堺
市立日高少年自然の家、紀泉わいわい村、徳島地域センター、YMCA阿南国際海洋
センター、大阪YMCA国際専門学校専門課程、大阪YMCA国際専門学校 日本語学
科、大阪YMCA学院 日本語学科、大阪YMCA国際専門学校 表現・コミュニケーショ
ン学科、J-IVY、大阪YMCA国際専門学校 国際学科、YMCA学院高等学校、総合教
育センター、サポートクラス、サポートキッズ、大阪YMCAランゲージセンター（土佐堀・
天王寺）、YMCA英語幼児園 土佐堀・天王寺園、大阪YMCAインターナショナルスクー
ル、水都国際中学校・高等学校、六甲山グローバルラーニングセンター、YMCA松尾
台幼稚園、YMCAまつおだい保育園、YMCAしろがね保育園、YMCAしろがね幼稚園、
YMCAかわにし保育園、YMCAとさぼり保育園、YMCAあわざ保育園、YMCAたかつ
きあま保育園、YMCAサンホーム、YMCA志紀デイサービス、YMCAこさか、中高齢者
事業（資格研修センター）、中高齢者事業（介護・認知症予防センター/エイジングセン
ター/教育社会福祉課程）、YMCA国際文化センター、大阪YMCAグローバル事業推
進室、大阪YMCA統括本部

第15回 京都YMCAインターナショナル・チャリティーラン2020
The 15th Kyoto YMCA International Charity Run 2020

開催日 2021年1月16日～31日 Date Jan. 16-31, 2021
開催場所 Web上 Venue Online
寄附金総額 131,500円 Total Donation 131,500 yen
参加チーム ― Total teams ―
参加ランナー 41名 Total runners 41 runners

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、NHK京都放送局、KBS京都、京都新聞、エフエム
京都
協賛・協力・参加 彩遊館コーポレーション（株）

第9回 奈良YMCAインターナショナル・チャリティーラン 2020
The 9th Nara YMCA International Charity Run 2020

開催日 2020年10月25日（中止） Date Oct. 25, 2020 （Canceled）
寄附金総額 145,000円 Total Donation 145,000 yen

第8回 和歌山YMCAインターナショナル・チャリティーラン 2020
The 8th Wakayama YMCA International Charity Run 2020

開催日  2020年4月26日（中止） Date Apr. 26, 2020 （Canceled）
寄附金総額 20,000円 Total Donation 20,000 yen

第26回 広島YMCAインターナショナル・チャリティーラン 2020
The 26th Hiroshima YMCA International Charity Run 2020

開催日 2020年11月14日～12月6日 Date Nov. 14-Dec. 6, 2020
開催場所 Web上 Venue Online
寄附金総額 298,000円 Total Donation 298,000 yen
参加チーム ― Total teams ―
参加ランナー 231名 Total runners 231 runners

協賛・協力・参加 ひろでん中国新聞旅行（株）、シーコム・ハクホ―（株）、（有）チームス、
（株）日本ドリコム 広島支社、砂谷（株）、西国バス（有）、シェラトングランドホテル広島、
広島ワイズメンズクラブ、広島ワイズメンズメネットクラブ、呉ワイズメンズクラブ、東広島
ワイズメンズクラブ

第5回 熊本YMCAインターナショナル・チャリティーラン 2020
The 5th Kumamoto YMCA International Charity Run 2020

開催日 2020年11月21日～29日 Date Nov. 21-29, 2020
開催場所 Web上 Venue Online
寄附金総額 727,372円 Total Donation 727,372 yen
参加チーム 50チーム Total teams 50 teams
参加ランナー 224名 Total runners 224 runners

協賛・協力・参加 （有）オフィス尚、熊本五福幼稚園、熊本ワイズメンズクラブ、水前寺
ワイズメンズクラブ、守田富男、八代ワイズメンズクラブ

第11回 鹿児島YMCAインターナショナル・チャリティーラン 2020
The 11th Kagoshima YMCA International Charity Run 2020

開催日 2020年12月19日 Date Dec. 19, 2020
開催場所 鹿児島YMCA Venue Kagoshima YMCA
寄附金総額 225,000円 Total Donation 225,000 yen
参加チーム ― Total teams ―
参加ランナー 53名 Total runners 53 runners

後援 鹿児島県、鹿児島県教育委員会、鹿児島県社会福祉協議会、鹿児島市、鹿
児島市教育委員会、鹿児島市社会福祉協議会、鹿児島県障害者スポーツ協会、NHK
鹿児島放送局、MBC南日本放送、KTS鹿児島テレビ放送、KKB鹿児島放送、KYT
鹿児島読売テレビ、エフエム鹿児島、鹿児島シティFM、南日本新聞社
協賛・協力・参加 南国殖産（株）、日本ガス（株）、（株）鹿児島銀行、セイカ食品（株）、
薩摩酒造（株）、（株）カクイックス、渕上印刷（株）、（株）サナス、（株）Misumi、本坊酒
造（株）、（株）島津興業、城山観光（株）、鹿児島国際観光（株）、（株）南日本新聞社、
鹿児島トヨタ自動車（株）、鹿児島日産自動車（株）、（株）南日本銀行、鹿児島信用金
庫、鹿児島相互信用金庫、鹿児島ヤクルト販売（株）、（株）鹿児島讀賣テレビ、（株）
スポーツアンドリンクシェ
ア、鹿児島ユナイテッドFC、
（社福）鹿児島県身体障
害者福祉協会、 ワイズメン
ズクラブ国際協会西日本
区、鹿児島ワイズメンズクラ
ブ、ブラインドランナーズ、
鹿児島ユナイテッドFC

千葉・とちぎ・ぐんまYMCAインターナショナル・チャリティーラン
2020 ～バーチャリティーラン～
Chiba, Tochigi, Gunma YMCA International Charity Run 2020
“Vircharityrun”

開催日　　2020年12月1日～2021年2月14日 Date   Dec. 1, 2020-Feb. 14, 2021
開催場所 Web上 Venue Online
寄附金総額 1,077,233円 Total Donation 1,077,233 yen
参加チーム ― Total teams ―
参加ランナー 309名 Total runners 309 runners

後援 千葉県、千葉県教育委員会、（福）千葉県社会福祉協議会、船橋市、船橋市
教育委員会、（福）船橋市社会福祉協議会

栃木県、栃木県教育委員会、栃木県社会福祉協議会、宇都宮市、宇都宮市教育委員
会、宇都宮市社会福祉協議会、宇都宮市障害者福祉会連合会、栃木県看護協会、下
野新聞社、NHK宇都宮放送局、とちぎテレビ、栃木放送、宇都宮ケーブルテレビ、エフ
エム栃木、コミュニティFM宮ラジ
協賛・協力・参加 （株）いしとも、伊藤忠アーバンコミュニティ（株）、京葉建装（株）、

confiance hair salon、日本聖公会千葉復活教会、NPO法人日本ベテランズ倶楽
部、（有）林牛乳店、ボランティアサロンふなばし、（株）三嶋屋、NPO法人みんなのい
えチャオ、（学）羔学園羔幼稚園、千葉ウエストワイズメンズクラブ、千葉ワイズメンズク
ラブ、千葉YMCA船橋地域デポ運営委員会、千葉YMCAリーダーOB・OG会、千葉
YMCAボランティアリーダー会

（株）アイケーコーポレーション、あかばね家庭的保育所、（株）アクティオ、（有）イシザ
キスポーツ、井上智美、稲妻ファイヤー、岩村建設（株）、上野文具（株）、太田政幸、（株）
大塚カラー、（有）菊地自動車修理工場、小井土明日香、（株）県央資源リサイクル、坂
本ちえ子、（有）佐藤商会、澤政、（医）白澤病院、（株）ジャクエツ宇都宮店、十河弘、
（株）田中工業、（有）栃木ひかりのくに、冨山家庭的保育所、ドクターリフォームサンセ
イ、（株）日本栄養給食協会、（医）沼尾医院、平田和子、富士ゼロックス栃木（株）、（株）
前田工業、町田奈々、マルヒロリサイクル、谷澤茂、谷田部繁彦、柳田孝、山口住宅産業
（有）、米枡ひで子、足利ワイズメンズクラブ、宇都宮東ワイズメンズクラブ、宇都宮ワイ
ズメンズクラブ、（学）さくらんぼ幼稚園、Challenged、那須ワイズメンズクラブ、（福）
マイホームきよはら、（福）ようとう保育園、Y3宇都宮

YMCA
International
Charity Run 2020
REPORT

みなさま、ありがとうございました。
2020年は、全国3,358人にご参加いただき、
16,563,416円のご支援をいただきました。
In 2020, 3,358 runners joined the charity run and
received a total of 16,563,416 yen.
Thank you very much to all the supporters.

since 1987

社会のすみずみに、
あなたの思いやりが届きますように。
In hope for the warmth and compassion
to reach every corner of the society

Under the Auspices of Cabinet Office / Ministry of Health, Labor and Welfare
Japan Sports Agency / Japan National Council of Social Welfare

主催・共催｜Host / Co-host
全国各YMCA、ワイズメンズクラブ国際協会東・西日本区、
日本YMCA同盟 国際賛助室
YMCAs of Japan / The International Association of Y’s Men’s Club
The National Council of YMCAs of Japan, Brand Management Department,
Division for International Support

全国協賛｜National Sponsor
三菱商事株式会社  ｌ  Mitsubishi Corporation

全国賞品協賛｜National Prize Sponsors
キャセイパシフィック航空会社  ｌ  Cathay Pacific Airways Limited
アメアスポーツジャパン株式会社  ｌ  Amer Sports Japan, Inc.
マテル・インターナショナル株式会社  ｌ  Mattel International K.K.

全国後援
内閣府、厚生労働省、スポーツ庁、社会福祉法人 全国社会福祉協議会 ↑YMCAインターナショナル・チャリティーラン参加費・寄附金総額

YMCA International Charity Run Participation fee and grand total of 
donation received

2016 2017 2018 2019 2020


