
お問合せ先 京都マラソンボランティアセンター

TEL:050-3567-2749 受付時間／平日10：00～17：00 
※平成29年12月29日（金）～平成30年1月3日（水）を除く  

〒531-0072 大阪市北区豊崎2-7-9
豊崎いずみビル１F　株式会社ウエスト内　京都マラソンボランティアセンター分室

E-mail:kyoto-marathon@dentsu.co.jp

もっとボランティア活動を楽しみたい！
という皆さまへ… 

京都市には、ＮＰＯやボランティア団体等による公益的
な市民活動を総合的に支援する「京都市市民活動
総合センター」があり、市民活動に関する相談や交流、
情報発信などに関する事業を行っています。京都マラ
ソンをきっかけに、ボランティア活動に興味を持って
くださった皆さん！「ボランティア活動ってなんだろう？」
「他にもボランティア活動をしてみたい」と思われたら、 
同センターのメールマガジンに登録しませんか？ 月２回、
様 な々団体のイベントやボランティア情報等が届きます。
ご興味のある方は、「京都市市民活動総合センター」
ホームページからメールマガジンの登録について→
メルマガ購読申込へと進んでご登録ください。 
Ｕ Ｒ Ｌ：http://shimin.hitomachi-kyoto.jp/ 
電　話：075-354-8721 
E-mail：shimisen@hitomachi-kyoto.jp 

「呼称権」は公式スポンサーなど、京都マラソン実行委員会
の承認する団体に限り認められます。所属する団体の広告
やPR等の目的で「京都マラソン２０１８」「KYOTO 
MARATHON ２０１８」の呼称・商標を使用することはでき
ません。 
（例）× 株式会社△△は「京都マラソン2018」を応援しています。 

個人情報の取扱いについて 

主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に
関する法律及び関連法令等を遵守するとともに、主催者の
個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。

京都マラソンの円滑な運営を目的に、活動内容連絡・説明
会開催連絡・出欠管理・関連資料発送・登録情報の確認
連絡・アンケートやレポート依頼・傷害保険申込み等のた
めに利用します。 

京都マラソン２０１８ 大会の概要

大会名称 京都マラソン2018 （英文名：KYOTO MARATHON 2018）

主   催 京都市、一般財団法人京都陸上競技協会

共   催 京都市体育振興会連合会、京都新聞、KBS京都、α-STATION

企画・運営 京都マラソン実行委員会 

主   管 一般財団法人京都陸上競技協会 

開催日時 平成30年2月18日（日） 8：55車いす競技スタート、9：00マラソン・ペア駅伝スタート、15：00マラソン・ペア駅伝終了 

種   目 マラソン（42.195km）、ペア駅伝（1区：27.6km、2区：14.6km）、車いす競技（6.1km）

定   員 ◎マラソン:16,000人 ◎ペア駅伝:200組400人 ◎車いす競技:20人 

はノーマイカーデーにご協力をお願いします。

詳しくは
公式ホームページ

京都マラソン2018 検索

ランナー16,000人を支える、ボランティア8,000人を募集！！

活動内容に応じてご都合の良い1～4日間で活動できます。

募集
期間

平成29年9月4日（月）～10月24日（火）

2.18（日）開催

平成29年10月4日（水）～11月14日（火）
平成30年2月15日（木）～2月18日（日）

団　体

個人・グループ

活 動 日

「ボラ活」
もいいかも。

ぼ ら か　つ

ボランティア募集

先着順

大 会 当日
（平成30年2月18日）

キリトリ

「京都が好き」、「頑張っている人の力になりたい」、「一度はボランティアをしてみたい」
いろんな気持ちが8,000人分集まる京都マラソン。

大会3日前から当日まで、ボランティアのみなさんに支えられてはじめて、大会が開催できます。

様々な活動がありますが、とりわけ次のボランティアを大募集しています。

「う回路案内ボランティア」

コース周辺の交差点などで、ドライバーや観客・歩行者などに対して、
市職員と一緒にう回路をご案内します。大会当日は、ノーマイカー
デーですが、ご都合があって運転される方もいらっしゃいます。安
全に目的地へ到着していただくため、また、ランナーが安全に走
れるように、大会運営を陰で支えるボランティアです。 

こんな方を求めています！

● コース周辺の地理に詳しい地元の方や、近くにお勤めの方
● 下宿先の周辺であれば道案内できる大学生の方 

よくある質問     &

「自転車等運搬補助ボランティア」

観客・歩行者、近隣にお住まいの方が地下通路等を通行して
コース横断をされる際に、自転車・ベビーカー・キャリアー等の運
搬をサポートします。交通規制
を実施している中で、歩行者
や応援の方にスムーズに移動
していただくために、欠かせない
サポートです。“縁の下の力持ち”
という言葉がぴったりなボラン
ティアです。 

友達と一緒に参加したいけど、活動内容は別々になりますか？

グループや団体でお申し込みいただくと、原則、同じ内容での活動と
なります。  

語学ボランティアとして参加したいのですが、
海外ランナーはどこからの参加者が多いですか？ 
世界中から来られていますが、特に中国語圏から参加される方が
多いので、中国語を話せる方に応募していただけると助かります。

普段、あまりスポーツをしないのですが、
ボランティアに参加することができますか？ 
もちろん参加できます！活動は長時間になり、立ったままでの活動が
主となりますが、スポーツの経験は必要ありませんので、どなたでも
ご参加いただけます。 

ランナー受付等と大会当日の両方に参加することはできますか？ 

できます！ 参加申込書の該当の希望日にチェックしてお申し込みください。 

とても楽しく良い経験になりました。ありがとうございました。
（ボランティア ランナー受付／語学対応（英語）４０歳代）

ランナーの方を々はじめ、多くのボランティアの人々と係わる
事で、色々な経験が出来るのが良いと思います！
普段、会う事もない人と同じ目的を持って活動が出来るのが
良いと思います。 

（ボランティア 大会運営／スタートブロック ５０歳代）

ボランティアのランナーに対するサポートがすごく良かったです。
（ランナー４０歳代）

献身的なボランティアの方々には心から感謝します。
（ランナー４０歳代）

 /  /

京都マラソン２０１７の参加者の声を紹介します。 /  /

2,000人を超える海外ランナーをお迎えする、国際色豊かな
京都マラソン。語学力を生かせる場面がたくさんあります！ランナー
受付や会場での案内など、
語学ボランティアのみなさんの
サポートで、海外ランナーはも
ちろん、日本人ランナーにも、と
びきり素敵なマラソン大会を体
験していただきましょう！ 

「語学ボランティア」

私はボランティア募集パンフレットの注意事項を理解したうえで遵守し、「個人情報の取扱いについて」に同意し申し込みます。

枚中
枚目

合計人

コピー使用可
FAXによる申込みは
受け付けていません。 団体ボランティア参加申込書

　　（　　  　）　　　　　－　　（　　  　）　　　　　－

NO.団体名
フリガナ

フリガナ
姓名

フリガナ

リ
ー
ダ
ー

緊
　
急

連
絡
先

※お持ちの方は必ずご記入ください。

※2枚目以降は代表者の記載は不要です。

氏　名男  ・  女生年月日 性　別
　
    月　   日（満　   歳）

西暦　　　　　  年

住　所
〒　　　　̶

都道
府県

職　業1.会社員・公務員　　　2.自営業　　　3.学　生　　　4.無　職　　　5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

連絡先
電話番号

E-mail

携帯電話

　　（　　  　）　　　　　－ 電話番号 氏　名

過去の京都マラソンへの
ボランティア参加経験

日常会話可能な
外国語

参加団体情報

①

2012　・　2013　・　2014　・　2015　・　
2016　・　2017　・　経験なし

□英語　　□中国語　　□その他
（　　　　　語）

（活動予定日現在）

※応募いただいた参加申込書はお返しできませんので、コピー等を保管してください。

姓名

NO.

西暦　　　　年　　　月　　　日 （満　　　 歳）

西暦　　　　年　　　月　　　日 （満　　　 歳）

西暦　　　　年　　　月　　　日 （満　　　 歳）

西暦　　　　年　　　月　　　日 （満　　　 歳）

西暦　　　　年　　　月　　　日 （満　　　 歳）

西暦　　　　年　　　月　　　日 （満　　　 歳）

西暦　　　　年　　　月　　　日 （満　　　 歳）

西暦　　　　年　　　月　　　日 （満　　　 歳）

西暦　　　　年　　　月　　　日 （満　　　 歳）

男　・　女

男　・　女

男　・　女

男　・　女

男　・　女

男　・　女

男　・　女

男　・　女

男　・　女

参加メンバー
氏　名（フリガナ）性  別日常会話可能な外国語 生年月日

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

□ 英語　　□ 中国語　 　□ その他（　　　　　語）

□ 英語　　□ 中国語　 　□ その他（　　　　　語）

□ 英語　　□ 中国語　 　□ その他（　　　　　語）

□ 英語　　□ 中国語　 　□ その他（　　　　　語）

□ 英語　　□ 中国語　 　□ その他（　　　　　語）

□ 英語　　□ 中国語　 　□ その他（　　　　　語）

□ 英語　　□ 中国語　 　□ その他（　　　　　語）

□ 英語　　□ 中国語　 　□ その他（　　　　　語）

□ 英語　　□ 中国語　 　□ その他（　　　　　語）

必ずフルネームで正確に記入してください。

※原則、メンバー全員が同じ活動ブロックになります。

※10人以上になる場合はコピーしてご使用ください。

受付開始9月4日（月）～
団体

姓名

キ
リ
ト
リ

（1）参加希望日に○を記入してください。 

①スタートブロック（西京極総合運動公園）
②西京極・梅津ブロック
③嵐山・嵯峨ブロック
④広沢・宇多野ブロック
⑤御室・金閣寺ブロック
⑥上賀茂ブロック
⑦北山・松ヶ崎ブロック
⑧鴨川ブロック
⑨まちなかブロック
⑩京大ブロック
⑪フィニッシュブロック（岡崎エリア）
⑫どこでもよい

活動希望ブロック 参加希望日

（2）2/18に○を記入した方は、活動希望ブロックに
　 第１～３希望を、1・２・３で記入してください。

ランナー
受付準備ランナー受付大会運営自転車等

運搬補助

2/15（木）

2/16（金）

2/17（土）

2/18（日）



キリトリ

募集要項・スケジュール

団 体

申込条件

募集人数

個人・グループ
 

■活動日現在、15歳以上の方（中学生は参加できません。）。
■活動日に指定の場所、時間で活動が可能であること。※活動は寒い中長時間にわたり、立ったままでの活動が主となります。
■主催者が指定する日に、団体ボランティアはリーダーが、個人ボランティアは本人（グループの場合全員）が説明会に参加し、
　スタッフウェア、キャップ等の受取ができること。※活動内容により説明会の日時が異なります。
■日本語の日常会話と読み書きが可能であること。
■その他、主催者が定めるボランティア参加の注意事項を遵守し、活動できること。

申込方法

参加申込書に必要事項を記入のうえ、下記まで郵送してください。
〒531-0072 大阪市北区豊崎2-7-9
豊崎いずみビル１F　株式会社ウエスト内　京都マラソンボランティアセンター分室
「京都マラソンボランティアセンター」

京都マラソン2018ホームページよりお申し込みください。
http://www.kyoto-marathon.com/

【お渡しする物品】スタッフウェア、キャップ 　
【 参 加 記 念 品 】京都マラソン2018オリジナルネックウォーマー、京都市バス・地下鉄乗車券「トラフィカ京カード」

報酬・食事・交通費の支給はありません。
活動日に欠席された場合は、お渡しした物品・参加記念品を返却していただきます。（返送料は各自負担）

説明会
・

お渡しする
物品
・
参加
記念品
（予定）

活動日

■申込単位は1団体につき6人以上。
　６～２０人につき１人のリーダーを選んでいただきます。
　 ※活動内容により、リーダーの人数を調整させていただく場合があります。

■申込単位は個人（１人）又はグループ（2～5人）。

団体ボランティアリーダー説明会
●ボランティアリーダーは説明会に参加し、
　活動日までに所属する団体メンバーへ
　活動内容の事前説明をお願いします。
●申込人数分のスタッフウェア、キャップ、
　マニュアル等も会場でお渡しします。

ボランティア説明会
●活動内容の説明を行います。
●スタッフウェア、キャップ、マニュアル等をお渡しします。
　　 グループ申込みの場合は、グループ全員の参加が必要です。

8,000人 （団体と個人・グループボランティアの合計）※募集定員は変更となる場合があります。

募集
期間

申込区分

平成29年9月4日（月）～10月24日（火）
※先着順（定員になり次第締め切ります。）

平成29年10月4日（水）～11月14日（火）
※先着順（定員になり次第締め切ります。）

活動内容とリーダー説明会のお知らせ 活動内容と説明会のお知らせ12月
中旬

平成
30年
1月
中・下旬

平成
30年
2月
中旬

12月
下旬

平成30年2月15日（木）～18日（日）

郵　送

WEB申込み

！

！
！

【服装】
　 当日は必ずスタッフウェア、キャップをご着用ください。
　 動きやすい服装（ズボン）と歩きやすい靴（スニーカー等）でご参加ください。寒暖・雨天等対策も各自で行ってください。

【更衣・手荷物】
　 着替え場所は準備していません。あらかじめ、動きやすい格好で集合してください。
　 荷物を預ける場所は準備していません。貴重品を含め、荷物は各自で管理し、盗難や紛失に十分ご注意ください。
　 （主催者は一切の責任を負いません。）

【事故やケガの補償】
　 ボランティア参加者は傷害保険に一括加入します（個人負担はありません。）。
　 事故やケガがあった場合は、保険の適用範囲内で対応します。

【掲載権と肖像権】
　 ボランティア活動中（説明会等も含む。）の映像・写真・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権と肖像権は主催者に属します。

！
！

！

！

FAX・E-mailでは受付できません。　　同一人物での複数・重複の申込みはできません。
申込後の活動区分・参加希望ブロックの変更はできません。
主催者又は京都マラソンボランティアセンターから申込内容に関する確認連絡をさせていただくことがあります。
他の団体、又は個人ボランティアと一緒に活動していただく場合があります。
ご希望の活動日・区分・場所に配置されない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

！ ！

！

！

！

！

1

2

4

5 7

10

11

8

9

6

みやこめっせ

広沢・宇多野
ブロック

御室・金閣寺
ブロック

3

ペア駅伝
中継点

車いす競技
フィニッシュ

1スタートブロック
（西京極総合運動公園）

2/18（日）6：30～11：00

8：00～11：00

西京極・梅津ブロック
2/18（日）7：35～11：00

9：00～14：00

北山・松ヶ崎ブロック
2/18（日）8：35～14：30

10：00～14：40

まちなかブロック
2/18（日）9：20～14：40

3

2

嵐山・嵯峨ブロック

2/18（日）7：55～11：30

4
広沢・宇多野ブロック

2/18（日）7：55～12：00

5
御室・金閣寺ブロック

2/18（日）8：05～13：00

6

7

8
鴨川ブロック

2/18（日）8：45～14：30

9

10
京大ブロック

2/18（日）9：30～15：00

11フィニッシュブロック
（岡崎エリア）

2/18（日）8：30～16：30

みやこめっせ（京都市勧業館）
2/15（木）10：00～16：00 2/16（金）10：00～20：30

2/17（土） 9：00～19：30 京都マラソン
2018
コースマップ

活動内容 詳細

・ コース設営・撤収（カラーコーンの設置・撤去）及び沿道整理
・ プラカード（距離表示等）の掲出
・ 緊急車両通行時のランナーへの呼び掛け
・ 給水・給食等

場　所 時　間（予定） 内　容
出発係、手荷物預かり、会場誘導、給水等スタートブロック（西京極総合運動公園）

西京極・梅津ブロック
嵐山・嵯峨ブロック
広沢・宇多野ブロック
御室・金閣寺ブロック
上賀茂ブロック
北山・松ヶ崎ブロック
鴨川ブロック
まちなかブロック
京大ブロック
フィニッシュブロック（岡崎エリア）

6：30～11：00
7：35～11：00
7：55～11：30
7：55～12：00
8：05～13：00
8：25～13：30
8：35～14：30
8：45～14：30
9：20～14：40
9：30～15：00
8：30～16：30 ランナーサービス（完走タオル配布等）、手荷物返却、会場誘導、給水・給食等

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾
10
11

2/18（日）活動日

大会運営

団体 個人・グループ

2/15（木）10：00～16：00活動日

ランナーへ受付でお渡しす
る資料の封入作業。
※申込状況によって活動時間を
　調整させていただく場合があり
　ます。

内　容

活動日が平日なので、例年お申込
みがやや少なめです。お友達と一緒
に参加しやすいです！

ランナー受付準備

みやこめっせ（京都市勧業館）場　所

団体 個人・グループ

2/16（金）10：00～20：30
    17（土）  9：00～19：30

活動日

みやこめっせ（京都市勧業館）場　所 みやこめっせ（京都市勧業館）、
①～⑪のブロック

場　所 ①～⑪のブロック場　所

ランナーの本人確認、
ナンバーカードのお渡し。
※申込状況によって活動時間を
　調整させていただく場合があり
　ます。

内　容

ランナーを会場で初めてお迎えす
るところ。「京都マラソン」の印象を
決める大事な役割です！

ランナー受付

団体 個人・グループ

2/18（日）8：00～14：40の間で
　　　　  最大５時間程度

活動日

②西京極・梅津ブロック、⑥上
賀茂ブロック、⑦北山・松ヶ崎
ブロック、⑨まちなかブロック

場　所

地下通路等を通行してコース
横断される方の自転車・ベビー
カー・キャリアー等の運搬補助。
※ランナー対応ではなく、観客・通行者への
　 対応となります。
※コースから離れた場所での活動になります。

内　容

交通規制を実施している中で、歩行者
や応援の方にもスムーズに移動してい
ただくために欠かせない業務です。体力
に自信のある方は是非ご参加ください！

自転車等運搬補助

団体 個人・グループ

2/18（日）8：00～15：00の間で
　　　　 2～6時間程度

活動日

コース周辺の交差点などで、
主にドライバーに対して、
う回路を案内。
※ランナー対応ではなく、ドライバー
　及び観客・通行者への対応となります。
※活動場所はお住まいの地域などを
　考慮して配置します。
※コースから離れた場所での活動になります。

内　容

大会当日は、ノーマイカーデーです
が、ご都合あって運転する方もい
らっしゃいます。コース周辺の地理
に詳しい地元の方や、近くにお勤め
の方は是非ご協力ください！

う回路案内
個人・グループ

2/16（金）～18（日）活動日

海外ランナーの受付、コース
沿道、スタート、フィニッシュ
ブロックでの案内など。
※ランナー、観客の案内、語学対応
　以外のことも併せてお願いします。

内　容

2,000人を超える海外ランナーが
参加する京都マラソン。特に英語・
中国語を日常会話以上話せる方は
是非ご参加ください！

語学対応

個人・グループ

私はボランティア募集パンフレットの注意事項を理解したうえで遵守し、「個人情報の取扱いについて」に同意し申し込みます。

コピー使用可

FAXによる申込みは
受け付けていません。個人・グループ ボランティア参加申込書

　　（　　  　）　　　　　－

フリガナ

①

※希望する区分にチェックを入れてください。
　（グループは、1グループの合計人数が最大5人までとなります。）
※同一人物での複数・重複の申込みはできません。

□　個人　　　　　□　グループ（　　　　　 人）

　　（　　  　）　　　　　－

　　（　　  　）　　　　　－

NO.

フリガナ

姓 名

緊
急
連
絡
先

※お持ちの方は必ずご記入ください。

（ 代 表 者 ）
氏　　名 男  ・  女 生年月日性　別

　   　　 年　
    月　   日（満　   歳）

西暦

（活動予定日現在）

住　所
〒　　　　̶

都道
府県

職　業 1.会社員・公務員　　　2.自営業　　　3.学　生　　　4.無　職　　　5.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

連絡先
電話番号

E-mail

携帯電話

電話番号氏　名

申 込 者 情 報

申込区分

過去の京都マラソンへの
ボランティア参加経験

日常会話
可能な外国語

□英語　　□中国語　　□その他

（　　　　　語）

受付開始 10月4日（水）～ ※10月4日（水）より前に到着した申込書は
　受理できませんので、ご注意ください。

2012　・　2013　・　2014　・　2015　・　
2016　・　2017　・　経験なし

個人

姓 名

NO.

西暦　　　　年　　　月　　　日 （満　　　 歳）

西暦　　　　年　　　月　　　日 （満　　　 歳）

西暦　　　　年　　　月　　　日 （満　　　 歳）

西暦　　　　年　　　月　　　日 （満　　　 歳）

男　・　女

男　・　女

男　・　女

男　・　女

グ　ル　ー　プ　申　込　み　※原則、メンバー全員が同じ活動ブロックになります

氏　名（フリガナ）
必ずフルネームで正確に記入してください。

性  別 日常会話可能な外国語生 年 月日

②

③

④

⑤

□ 英語　　□ 中国語　 　□ その他（　　　　　語）

□ 英語　　□ 中国語　 　□ その他（　　　　　語）

□ 英語　　□ 中国語　 　□ その他（　　　　　語）

□ 英語　　□ 中国語　 　□ その他（　　　　　語）

※応募いただいた参加申込書はお返しできませんので、コピー等を保管してください。

姓 名

9：00～13：00

上賀茂ブロック
2/18（日）8：25～13：30

※活動時間については予定時間を記載しております。

活動内容

活動場所（ブロック）

キ
リ
ト
リ

①スタートブロック（西京極総合運動公園）
②西京極・梅津ブロック
③嵐山・嵯峨ブロック
④広沢・宇多野ブロック
⑤御室・金閣寺ブロック
⑥上賀茂ブロック
⑦北山・松ヶ崎ブロック
⑧鴨川ブロック
⑨まちなかブロック
⑩京大ブロック
⑪フィニッシュブロック（岡崎エリア）
⑫どこでもよい

2/15（木）

2/16（金）

2/17（土）

2/18（日）

ランナー
受付準備

ランナー
受付

う回路
案内

自転車等
運搬補助

活動希望ブロック参加希望日

語学対応 大会運営

（1）参加希望日に○を記入してください。 
（2）2/18に○を記入した方は、活動希望ブロックに
　 第１～３希望を、1・２・３で記入してください。

2/18（日）8：00～1５：00
　　　　　   の間で２～６時間程度

の全ブロック1 11～


