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ボランティア募集開始! 

 

今年もＪＡＬの特別協賛により、「第 6回 JAL 向津具ダブルマラソン」を開催します。 

大会の成功には、県内外からお越しいただく参加者へのおもてなしや交流は不可欠であ

り、多くのボランティアスタッフの力が必要となります。 

大会開催に先立ち、以下のとおり大会を盛り上げてくださるボランティアスタッフの募

集を開始しますので、告知についてご協力をよろしくお願いします。 

 なお、今回大会においては、「新型コロナウイルス感染症防止の為のガイドライン」を策

定し、医師・保健所の指導・助言のもと開催可否の判断や感染防止対策の徹底を図り開催

いたします。 

 

 

１.大 会 名  第 6回 JAL 向津具ダブルマラソン 

２.活動日、活動内容及び活動時間 

活動日 活動内容 活動時間 

令和4年5月29日（日） 
コース及びメイン会場（体育館含む） 

周辺の草刈り、清掃等 
8時 30 分～12時 

令和4年6月11日（土） 
メイン会場及びラポールゆや会場準備 

前日受付等 

8時 30 分～12時 

14時～17時 

令和4年6月12日（日） 

スタートブロック 

 受付、検温、荷物預かり、駐車場警備、 

 会場案内等 

4時～10時 

ゴールブロック 

 完走メダル・完走証配布、荷物返却、 

 飲食物配布、会場案内等 

11時～20時のうち 

2～6時間程度 

コースブロック 

 コース誘導、給水、参加者救護等 

6時～19時のうち 

2～6時間程度 

給水所・エイドステーション 

 給水・給食、参加者救護等 

6時～18時のうち 

2～6時間程度 

  ※活動時間は、同じ活動内容であっても場所により異なります。 

３.募集期間  令和 4年 3月 1日（火）～4月 15日（金） 

４.大会ＨＰ  https://www.mukatsuku-w-marathon.com/volunteer 

 



大会を盛り上げてくださるボランティアスタッフを募集 !大会を盛り上げてくださるボランティアスタッフを募集 !

「スポーツを見るのは好きだけど、自分が走るのはちょっと…」「がんばってる人を応援したい！」
そんな皆様の応募をお待ちしています !!そんな皆様の応募をお待ちしています !!



ボランティア募集要項 

■活動日・活動内容 令和 4年 5月 29日（日） 

令和 4年 6月 11日（土） 

令和 4年 6月 12日（日） 

 

コース清掃・体育館清掃等 

会場準備、参加者・ボランティアの前日受付 

参加者受付、会場案内、コース誘導、参加者への給水・給食、スタ

ート・ゴール会場での参加者サービス 等 

■募集期間 令和 4年 3月 1 日（火）～4 月 15日（金） 

■申込条件 ●申込単位 

個人（1人）  

グループ（2～5人） グループ全員が同じ活動場所になります。 

団体（6人以上） 6 名につき 1 名のリーダーを選出していただきます。活動内容や配置場所等

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。また、ご

希望により、団体名を大会プログラムに掲載させていただきます。 

●5 月下旬に開催予定の説明会に必ず参加してください。ただし、市外の方は電話等又は活動当日

の説明で可とします。 

 ※5月 29日（日）及び 6月 11 日（土）の活動については、説明会を開催しません。 

活動日当日に説明をしますので、直接集合場所へお越しください。 

●参加年齢 

5 月 29日（日） 高校生以上の方 

6 月 11日（土） 高校生以上の方 

6 月 12日（日） 
10 歳以上の方 

（ただし、15歳未満の方は 20 歳以上の保護者と一緒にご参加ください。） 

●活動日に指定の場所、時間で活動が可能であること。活動途中の早退や、途中からの参加はでき 

ません。 

 ※活動は長時間にわたり、また、立ったままでの活動が主となります。休憩は交代でとっていた 

だきます。 

 ※大会当日が雨天等の場合でも、大会が中止にならない限り、所定の場所で活動をしていただき 

ます。 

●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。 

■支給物品（予定） ●スタッフウェア（6月 11日午後又は 6月 12 日参加者のみ） 

●お弁当（活動時間が 4時間以上かつ正午に従事いただいている方） 

※時間帯により一部クオカード等での支給の場合あり 

※報酬・交通費等の支給はありません。 

■申込方法 申込書に必要事項を記入のうえ、事務局又は各公民館に、持参、郵送で提出してください。 

〒759-4192 長門市東深川 1339番地 2 

JAL 向津具ダブルマラソン実行委員会事務局 

（長門市経済観光部観光政策課内） 

■ボランティア活動の 

留意事項 

●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・雨天対策は各自で行ってください。また、タオル等も各自でご準備ください。 

●交通費・その他報酬の支給はありません。 

●集合及び活動場所まで各自で移動してください。 

●飲み物は必要に応じて各自でご用意ください。 

●着替え場所は準備していません。あらかじめ、動きやすい恰好で集合してください。 

●スタッフウェアを必ず着用ください。 

●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。貴重品・荷物の紛失に関しては、主催者は一切の責任を負いません。 

●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。 
●同一人物での複数・重複の申し込みはできません。 
●申し込み後の希望ブロックの変更はできません。ご希望のブロック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。 

●他の団体・グループ、あるい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。 
●活動内容は、主催者が決定します。希望は受け付けておりません。 
●団体、グループでご参加の場合、登録メンバーが参加できなくなった際には、代わりのメンバー 
を選出のうえ、速やかに実行委員会事務局へ連絡ください。 

●申込期限内に申込まれた方は大会プログラムに団体名・氏名を掲載します。（希望者のみ） 
●ボランティア活動中の映像・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 
は主催者に属します。 

●主催者が定める「新型コロナウイルス感染症対策」にご協力ください。 



■活動内容詳細  

 

活動日 活動場所 活動時間（予定） 主な活動内容 

5月 29日（日） コース全域 8:30～12:00 

参加者が気持ちよく走れるよう、コース・駐車場

の草刈り、ゴミ拾い及び会場の清掃をしていただ

きます。 

6月 11日（土） 

 

油谷総合運動公園 

 

ラポールゆや 

 

8：30～12：00 

 

14：00～17：00 

 

大会会場等の設営を行っていただきます。 

 

参加者、ボランティアの前日受付を行っていた

だきます。 

6月 12日（日） 

ラポールゆや 4:00～9:00 
受付及びアスリートビブスや参加賞等の配布、参

加者の検温等を行っていただきます。 

油谷総合運動公園 

（スタートブロック） 
4:00～10:00 

参加者の手荷物預かり・管理、更衣所の管理、

会場・駐車場での誘導や案内、スタート整列、

参加者の検温等を行っていただきます。 

油谷総合運動公園 

（ゴールブロック） 

11:00～20:00 

※上記時間帯で 2～6時間程度（休

憩時間含む） 

ゴールした参加者に完走メダルの贈呈、飲食物の

提供、手荷物の返却、アンケート配布等を行って

いただきます。 

コース全域 

6:00～19:00 

※上記時間帯で 2～6時間程度（休

憩時間含む） 

コースに立ち、コースの誘導及び参加者の安全

確保に努めていただきます。 

給水所 

エイドステーション 

6:00～19:00 

※上記時間帯で 2～6時間程度（休

憩時間含む） 

給水所又はエイドステーションで給水・給食や

トイレ管理等を行っていただきます。 

 

※活動時間は調整中ですので変更になる場合があります。また、同じブロックでも活動内容や活動場所により活動時間が異

なります。 
 

■個人情報の取り扱いについて 

●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し、個人情報を取り扱います。 

●JAL 向津具ダブルマラソンに関連するボランティア活動を円滑に行うことを目的とし、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・傷害保険申込みのために利用します。 

■問い合わせ先 

〒759-4192 長門市東深川 1339番地 2 

JAL 向津具ダブルマラソン実行委員会事務局 

（長門市経済観光部観光政策課内） 

TEL：0837-23-1295 

 

 

ボランティア募集から参加の流れ 

 
3月 1日（火） 

申込受付開始 

4月 15日（金） 

申込受付終了 

5月上旬 

参加案内通知 

5月下旬 

説明会 
※5/29・6/11 の説明は 

活動日当日に行います。 

5月 29日（日） 

6月 11日（土） 

6月 12日（日） 

活動日 



参加者の声 ～ｋａｓｈｉｃｏ等より抜粋～ 

 

・第１回からの参加で、今回で３回目です。毎年、沿道でのボランティアの方や地元の応援の方々に感謝です。「頑張

ってねー」の応援が折れそうな心を勇気づけられました。何とかゴールした後も、拍手や優しいお言葉いただき本当

に嬉しかったです。第４回も参加します。また私に勇気を下さい。ありがとうございました‼ 

・２回目の向津具ダブルマラソン。きつい事も楽しい事も、ボランティアさんやスタッフ、道行く観光客の皆様に応援

してもらったことが嬉しくて、楽しくて、参加を決めました。もちろん、2 回目も最高でした。今回は、当日の朝長

門入り。駐車上の係の方から元気な挨拶を貰えて。楽しいマラソン大会になることを確信しました。苦しくても暑く

ても皆さんが居てくれるから。エイド・給水でボランティアさんの笑顔が待ってるから頑張れる。名前で応援しても

らい元気が 100 倍になる。第 4回大会も必ずお友達を引き連れて帰ってまいります。また、熱い応援をよろしくお願

いします。 

 ・笑顔でのおもてなし、応援とてもうれしかったですし、楽しかったです。毎年開催してください！暑い中感謝いたし

ます。 

 ・大会運営のスタッフ、ボランティアのみなさん、田舎での沿道の懸命な応援は感動します。これだけの距離と時間を

支えてくださるみなさんに感謝いっぱいです。本当に素晴らしい大会だと思います！！ 

・後半の登りはすべて歩きました。下りも膝が痛くて、とてもスピードを上げて走ることが出来ませんでしたが、ボラ

ンティアの皆さんの応援でなんとか走り切ることが出来ました。途中の景観もすばらしく、心に残る大会となりまし

た。 

・エイドのおもてなしと絶景がなければゴールにたどり着けなかったかもしれませんね～(^o^;)。 

・エイドは、千畳敷の豪華すぎるものを始めとして、数多く設定されており、とても安心できました。多くのスタッフ、

ボランティアの皆さま、JAL の皆さま、沿道の皆さま、おかげさまで、完走することができました。ありがとうござ

いました。 

・まずはエイドボランティアさん地元住民の応援ありがとうございます。今回は脚の調子が良くない状態でいつリタイ

アしようと思っていましたが、あの声掛けが最後まで背中を押してもらい完走？完歩できました。お陰で翌日注射し

ました。無理は禁物ですが、東京から来て楽しまない訳には行かない。ゴールすることで感謝を伝えたかった。 

・何度となくリタイアを考えましたが、エイドが素晴らしく、又声援も力強く、力を沢山頂き何とかゴール出来ました。

ありがとうございます。大会が終わり２日たちますが今も心が温かいです。あと、地域が素晴らしい。走っている最

中、地域の年輩の方の声援も沢山頂きましたが、若い方々のボランティアの参加も積極的で、このマラソン大会が地

域の活性化に繋がっていることを感じました。 

・タフなコースですが、運営とボランティアのみなさんの地元を盛り上げようとするおもてなし。 

リピート率 50%は分かる気がする。 

・全体の感想は大会スタッフボランティア、地元住民の方々が一丸となって盛り上げる気持ちが感じられました。変化

に富んでハードなコース作り、それに見合ったエイドの種類や多さ、愛に溢れる応援、何をとっても満点です。何度

も折れそうになりながらもお陰さまで完走出来ました。本当に辛かったけど来年も参加します 

・スタッフ、ボランティアの皆さん、地元の方々のお陰です。本当にチカラを頂きました。 

・ボランティアや運営スタッフ、警察、地域の方々、他の手厚い協力・エイド給水応援励まされました（粗塩ふったキ

ュウリ・メッセージ手書きの給水コップ・応援 その他） 

・復路、向津具公民館近くの民家のオバちゃんたちに助けられた。 

・とにかく地元のボランティアの方々が素晴らしいです。 

・何と言っても関係者の方やボランティアの方がマラソンを通して地域を盛り上げようという姿勢をすごく感じます。

最高の大会です。ことしも関係者の方々お世話になりました。来年も必ず参加します。宜しくお願いします。 

・辛い坂道ばかりでしたが、ボランティアの方々の熱い声援で頑張ることが出来ました。地域の暖かさを感じられる良

い大会だと思います。 

・コースは噂の通り、千畳敷までの激坂には参りましたが、坂が終わった後の、エイドは、食べ物も、水分、スタッフ

の最高のおもてなしでした。他にもたくさん、楽しいエイドがあり、スタッフの方々は、とてもフレンドリーで楽し

く走れました。 

・コースとボランティアスタッフは、星 5 つ！！ 

・素晴らしい景色と大会スタッフ、エイドのボランティアのお嬢さんの応援に励まされ、ピコピコハンマーで気合を入

れてもらい何とか完走（完歩）することができました。スタッフの皆さん及びボランティアの方お世話になりました。

ありがとうございました。 

・想像以上の激坂に何度も心が折れそうになったが、地域の人の声援や給水所・エイドで優しさに溢れて、どうにか最

初の第一関門(40.9km)はギリギリクリアできました。 



 
 

 

新型コロナウイルス感染症防止の為のガイドライン 

（ボランティアスタッフ） 

 

本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とし、参加者やスタッフなど、大会に関わ

る全ての方に安心・安全にご参加いただくために作成したものです。 

参加申込みに当たっては、本ガイドラインをご熟読いただき、大会運営にご協力いただきますようお願い

いたします。大会への参加が不適格と認められる場合は、他の参加者やスタッフの安全確保のため、大会への

参加をお断りさせていただきます。 

なお、今後、新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、政府、自治体の方針が変更される可能性

があり、それに伴い本ガイドラインを更新する場合があります。ガイドラインを更新した場合は、大会 HP で

お知らせします。 

 

1.誓約事項 

 お申し込みをいただいた場合は、以下の事項を了承・遵守することを同意いただいたものとします。 

（1）主催者からの健康状態の確認にご協力ください。（大会開催日 1週間前、大会当日、大会終了後 2 週間） 

（2）以下の事項に該当する場合は、大会への参加を辞退してください。 

 ①大会開催日の 3週間前以降に、新型コロナウイルスへの感染が確認された場合 

 ②保健所等から濃厚接触者と認められ、健康状態観察期間（7日間）が経過していない場合 

 ③大会開催日の 2週間前以降に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への

渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

 ④大会開催日の 2週間前以降に、居住地が緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置等の対象となった場合又

はなっていた場合 

 ⑤大会当日に、体調不良が確認された場合（37.5℃以上の発熱・咳・咽頭痛等） 

 ⑥大会 1週間前以降に、体調管理チェックシートの項目に該当がある場合 

 ⑦大会 2週間前以降に、同居家族や身近な知人に新型コロナウイルスへの感染が疑われる方がいる場合 

（3）主催者が実施する感染症防止対策（マスクの着用、当日の検温、競技の運営等）にご協力ください。 

（4）大会後 2 週間以内に新型コロナウイルスへの感染が確認された場合は、速やかに主催者に報告し、保健

所等の調査に協力してください。 

（5）本大会後に、新型コロナウイルス感染症への感染が確認された参加者が発生した場合、その感染経路の

特定にご協力ください。また、主催者は、必要な範囲で保健所、医療機関などの第三者へ個人情報を提供

することがあります。 

（6）65歳以上の方、基礎疾患を有する方は、重症化のリスクが高い旨を認識した上で参加申し込みをお願い

します。 

（7）5 月 1 日以降に山口県が緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置等の対象となった場合、安全な開催が

困難であると主催者が判断した場合、医療体制やスタッフの確保が困難となった場合は、大会の開催を中止

します。 

 

2.大会前日まで 

 大会参加にあたっては、以下の事項にご理解・ご協力をお願いします。 

 ①日々の体調管理と併せ、事前に健康診断を受けるなど体調には万全の配慮をし、自己責任でご参加くださ

い。 



 ②新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種が可能な方は、大会開催日の 14 日前までに 2 回以上の接種を

終えるようにしてください。また、ワクチン未接種の方は、大会開催日の 1 週間前以降に、PCR 検査又は

抗原検査を受け、陰性を確認されることを推奨します。大会参加前に、ワクチン接種の確認又は PCR 検査

等による陰性の確認をさせていただくことがあります。 

 ③スマートフォンをお持ちの方は、大会開催日の 2週間前までに、厚生労働省が提供している「新型コロナ

ウイルス接触確認アプリ（COCOA）」をインストールのうえ、積極的な登録をお願いします。また、大会期

間中は、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）をインストールしたスマートフォンをできる限り携

行してください。 

  ※厚生労働省 新型コロナウイルス感染症接触確認アプリ（COCOA） 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 

 ④大会開催 1週間前から、体調チェックシートに健康状態の記録をしていただきます。 

 

3.大会当日 

 ①マスク等の飛沫飛散を防ぐもの（以下、「マスク等」という。）を持参し、必ず着用をしてください。また、

業務内容により、主催者が準備するフェイスシールド等を着用していただくことがあります。 

 ②受付での混雑を避けるため、体調管理チェックシートは必ず来場前に記入のうえ、大会当日に提出をして

ください。 

 ③受付で体調チェックシートの提出及び検温を済ませた方にリストバンドをお渡ししますので、大会終了ま

で装着をしてください。リストバンドを装着していない場合、更衣室、スタート・ゴール会場、エイドス

テーションなど、入場をお断りする区域があります。 

 ④こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行ってください。 

 ⑤参加者や他のスタッフ等との距離（2m以上・最低 1m）をできる限り確保してください。 

 ⑥大声での会話は控えてください。 

 ⑦各会場への参加者・役員・スタッフ以外（応援者等）の入場を禁止します。 

 ⑧給水所やエイドステーションでの提供物は、参加者に直接手渡しをせず、置き渡しとしてください。 

 ⑨トイレを使用する際は、消毒液での手指消毒を行うとともに、備え付けの除菌シートで触った箇所を拭き

取るなど、感染防止にご協力ください。 

 ⑩ご自身が持ち込まれたマスク等、補給食、ペットボトルなど液体が付着したゴミは、ビニール袋等に入れ

密閉した状態で各自お持ち帰りください。 

 ⑪その他、感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、指示に従ってください。 

 

4.大会後 

 ①大会終了後 2週間の体調管理、検温を各自で行ってください。 

 ②発熱や咳等の感染疑い症状がみられる場合は、必ず最寄り保健所又は医療機関に報告・相談し、新型コロ

ナウイルス感染症陽性が確認された場合は、速やかに主催者に報告してください。 

 

 

主催者 

 JAL 向津具ダブルマラソン実行委員会実行委員会事務局（長門市役所経済観光部観光政策課内） 

 TEL：0837-23-1295   FAX:0837-22-6487   受付時間：8時 30～17時 15分（平日） 

Google Play App Store 


