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した個人情報を委託先等に外部提供するときは、委託先に対し適切な管理・監督を行います。●個人情報のご提供は任意です。ただし、必要な個人情報のご提供がない場合はご応募いただくことができない場合があります。●個人情報の利用目的の
通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を求めることができます。※以上について同意の上でご応募ください。応募した時点で前述の内容に同意したものとみなします。
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港区マラソン実行委員会発足から一歩ずつ準備を進め、開催へ！
～MINATOシティハーフマラソン誕生の軌跡～

地域コミュニティの活性化と港区への愛着を深めることを目的として始まったMINATOシティハーフマラソン。
関係者一同が一丸となって歩んだ開催までの道のりは、期待と不安が交錯する中で、ワクワク楽しみながら活動に取り組んだ日々でもありました。

港区マラソン実行委員会設立に向け、港区マラソン実行委員会の構成員や組織を調整
その後、港区マラソン実行委員会が発足され、引き続いて記念すべき第1回総会を開催
大会開催に向けたスケジュール、港区マラソンの概要を検討

大会名称を「MINATOシティハーフマラソン」に決定
専門アドバイザーである増田明美さんが総会に出席

港区マラソン実行委員会と東京陸上競技協会が大会共同運営の協定を締結

MINATOシティハーフマラソンが日本陸上競技連盟の定める公認大会に認定

大会公式テーマソングにREAL VOXの「走れ！Victory」、
大会応援ソングにatsuko.の「その未来へ」が決定報告

チャリティエントリーおよび当日の募金活動によって
皆様よりご寄付いただいた315万円を港区社会福祉協議会へ贈呈

MINATOシティハーフマラソン2018の大会結果を報告

MINATOシティハーフマラソン2019の大会要項を決定

ハーフマラソン5,210人、ファンラン659人が参加

新型コロナウイルス感染症の影響により、大会中止を決定

ハーフマラソン4,698人、ファンラン578人（※1）が参加

①設立総会で挨拶する池田朝彦実行委員長①港区マラソン実行委員会設立総会

②港区マラソン実行委員会総会で大会要項決定

④大会当日の本部の様子（2018年）

⑥港区マラソン実行委員会から
　港区社会福祉協議会へ寄付金を贈呈

※2: 全国ランニング大会100撰：日本国内で開催されたランニング大会の中から、
 実際にレースに出場したランナーによる大会レポ （RUNNETで展開している大会評価サイト）
 への投稿などをもとに選考のうえ選出

※1:  ただし、ファンランの
参加者数は未計測の
ため、申込者数を掲載
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 港区マラソン実行委員会の発足

 MINATOシティハーフマラソン2018実施に向けた準備

 MINATOシティハーフマラソン2019実施に向けた準備

 MINATOシティハーフマラソン2019開催

 MINATOシティハーフマラソン2020中止

 MINATOシティハーフマラソン2018開催④
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BEFORE 大会開催までの歩み
MINATOシティハーフマラソン特集号2

港区マラソン実行委員会設立発起人会/
設立総会①/第1回総会

港区マラソン実行委員会　第2回総会

公共機関関係者会議 MINATOシティハーフマラソン2018コース案の公表を了承、6月上旬公表

東京陸上競技協会がMINATOシティハーフマラソンの主催者に加入

日本陸上競技連盟による大会コースの公式計測を実施③

港区マラソン実行委員会　第1回総会② MINATOシティハーフマラソンの大会要項を決定

港区マラソン実行委員会　第2回総会 
大会ロゴマークを決定

港区マラソン実行委員会　第3回総会⑥

港区マラソン実行委員会　第4回総会

港区マラソン実行委員会　第5回総会

港区マラソン実行委員会　第2回総会

港区マラソン実行委員会　第1回総会

MINATOシティハーフマラソン2019　
第23回全国ランニング大会100撰（※2）に選出⑦

MINATOシティハーフマラソン2018 第22回全国ランニング大会100撰（※2）に選出⑤

9/2～3

◆ 大会コースの公式計測は、9/2の深夜3時（9/3午前3時）から開始。道路も周
囲もまだ真っ暗な中、日本陸上競技連盟の計測員が自転車を走らせ、事務局職
員も立ち会い、計測を行いました。

◆ 正確な計測と事故防止のために、車での誘導や交通整備などを行うとともに、
自転車はコースを外れないように慎重に進み、明け方、無事に計測を終了しま
した。

⑤

⑦

すべては
ここから
始まった！

404点の公募名称
の中から
投票で決定

深夜3時にスタート！大会コース公式計測③

前日から
準備で
大忙し！

ついに
開催！

35点の公募作品の
中から決定
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ホットケーキで知られる三田の
洋菓子店。２段重ねのふっくら
したホットケーキは食べ応え抜
群。平日12時～14時限定販売
のため、ランチタイムはいつも
お客さんで賑わう。 
港区三田2-13-7

大正７年創業の和菓子店。看板商
品の豆大福は午前中で完売してし
まうことも多く予約必須。みたら
し団子も人気で、出来立てのもっ
ちり食感は一度食べればやみつき
に。 港区高輪1-5-25

真っ赤なドアが目を引く人気のベー
カリー。「東京で一番おいしいカレー
パン」に選出された「チーズカレー」
は、1日400個以上も売り上げる人
気ナンバーワン商品。
港区高輪2-6-20
朝日高輪マンション104号

大正元年創業の和菓子屋。店舗は
「忠臣蔵」の起こりとなった屋敷
跡にある。名物の「切腹最中」は
赤穂浪士の逸話が和菓子を通じて
広がることを願って命名された。
港区新橋4-27-2

老舗鰻料理店。創業から
200年以上受け継がれて
いるこだわりの焼き方で
提供される鰻は絶品。志
ら焼とキャビアを組み合
わせるなど、時代に合わ
せた斬新なメニューも◎。 
港区東麻布1-5-4

天然酵母で作られている風味豊かなパンが大人
気。併設のカフェで食事をすると、パンヴァイ
キングのパンが食
べ放題！ひきたて
のコーヒーと一緒
に焼きたてのパン
を堪能できる。
港区芝2-5-15

2011年に開業した都心唯一の酒
蔵で、水道水を利用した酒造りが
特徴。「東京のように変化する酒」
をモットーに、港区発信の新鮮で
美味しい日本酒造りに取り組む。 
港区芝4-7-10

北イタリア ピエモンテ州の料理とワイ
ンが楽しめる。本場のイタリアンを敷
居の高いものではなく、「人生の一部の
ように楽しんでほしい」という。広々
とした個室もあり、特別な人と過ごす
時間にぴったり。 
港区芝浦2-16-7中野第3ビルB1F

世界に250店舗以上を展開する
ベルギー発祥のベーカリーレスト
ラン。産地・旬にこだわった良質
な食材を生かしたオーガニックメ
ニューが魅力。木の香りを感じる
店内でくつろぎのひとときを。
港区芝公園3-3-1 1F

甘いランチタイムはいかが？

昭和天皇も愛した豆大福
手土産や差し入れにも◎

油で揚げない「焼きカレーパン」

インパクト抜群のネーミング
「切腹最中」

伝統と新しさ
「温故創新」の鰻料理

小麦を厳選。生地の美味しさにこだわる

都心で「新しい酒造り」

イタリアの雰囲気を味わう

厳選された食材を生かす

東京港醸造6
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高輪
ゲートウェイ駅

品川
シーズンテラス

浜離宮恩賜庭園

虎ノ門ヒルズ虎ノ門ヒルズ

愛宕神社愛宕神社

東京タワー

東京プリンスホテル東京プリンスホテル

伝統文化交流館 伝統文化交流館 

泉岳寺泉岳寺

森タワーに続き2020森タワーに続き2020
年にはビジネスタワー年にはビジネスタワー
も完成。国際新都心へも完成。国際新都心へ
と進化すべく、プロジェと進化すべく、プロジェ
クトが現在も進行中。クトが現在も進行中。

標高26メートルの愛宕山の標高26メートルの愛宕山の
山頂にある。愛宕神社に上山頂にある。愛宕神社に上
がる急な石段は「出世の石がる急な石段は「出世の石
段」と呼ばれている。段」と呼ばれている。

東京のシンボルとして知られる総東京のシンボルとして知られる総
合電波塔。名物の「オープンエア合電波塔。名物の「オープンエア
外階段ウォーク」はおすすめ。外階段ウォーク」はおすすめ。

芝東照宮芝東照宮
芝公園の一角にあり、芝公園の一角にあり、
祭神は徳川家康。神祭神は徳川家康。神
木の大イチョウは、徳木の大イチョウは、徳
川家光が植えたもの川家光が植えたもの
と伝えられている。と伝えられている。

港区の指定有形文化財である「旧港区の指定有形文化財である「旧
協働会館」を保存・活用し、伝統協働会館」を保存・活用し、伝統
文化の継承と地域交流の促進を担文化の継承と地域交流の促進を担
う施設。都内に唯一現存する木造う施設。都内に唯一現存する木造
見番建築としてにぎわいの創出と見番建築としてにぎわいの創出と
観光振興にも寄与する。観光振興にも寄与する。

戦争の惨禍と平和の尊さを後世戦争の惨禍と平和の尊さを後世
に伝えるため、「港区平和都市に伝えるため、「港区平和都市
宣言」20周年を記念して、平宣言」20周年を記念して、平
成17年に設置された。成17年に設置された。

増上寺増上寺
浄土宗の七大本山のひとつ。浄土宗の七大本山のひとつ。
徳川家と深いゆかりを持つ徳川家と深いゆかりを持つ
寺院。「勝運」や「仕事運」寺院。「勝運」や「仕事運」
がアップするパワースポッがアップするパワースポッ
トともいわれている。トともいわれている。

1612 年に徳川家康1612 年に徳川家康
が創建した寺院。赤が創建した寺院。赤
穂義士の墓地がある穂義士の墓地がある
ことで知られる。ことで知られる。

2

※       ～      の店舗および観光名所の場所は目安です。正確な場所は住所等でご確認ください。※       ～      の店舗および観光名所の場所は目安です。正確な場所は住所等でご確認ください。1 9

平和の灯（区立芝公園）平和の灯（区立芝公園）

五代目 野田岩 麻布飯倉本店3

1 新正堂

5 欧風菓子 とばや

新橋ベーカリー　新堀店4

ル・パン・コティディアン 芝公園店2

リストランテ ラ・チャウ7

ブーランジェリー セイジアサクラ9

8 松島屋

東京タワー東京タワー

港区ならではの
魅力あふれる
マラソンコース！
MINATOシティハーフマラソンは、マラ
ソンコースそのものが大きな魅力のひとつ
です。国際色豊かな一方、増上寺や泉岳
寺などの史跡もあるなど、多彩な魅力にあ
ふれています。今回は名所旧跡やオススメ
の飲食店を紹介します。

このコースは現行のコースです。今後、変更の可能性があります。



大会出場の
記念と証になる
公式グッズ！

MINATOシティハーフマラソンで
初めてのハーフマラソンに挑戦
――過去2大会の感想をお聞かせください。
最初にゲストランナーとして声をかけていただいたとき

は「走らなくてもいいですよ」とのことだったのですが、私
自身ハーフマラソンにすごく興味があったので、ランナー
としても参加させていただきました。実は、義足になって
からマラソンに挑戦したのはこの大会が初めてでした。私
が普段やっているトライアスロンのスプリントディスタン
スという競技では、ランは5kmだけなんです。長距離を走っ
たことがなかったため、大会本番までは不安のほうが大き
く、「走れるところまで走ろう」という気持ちで臨みました。
でも、いざスタートしてみたらとても楽しくて。たくさん
の人と一緒にゴールをめざしていることが励みになり、コー
スを楽しみながら完走できました。もしかすると、義足で

走る私にパワーをもらったと言ってくださる方がいるかも
しれませんが、私のほうが周りのランナーの方々にたくさ
んのエネルギーをもらえたと感じています。

みんなで1つのゴールをめざすから
走る力がわいてくる
――この大会の魅力は？
　MINATOシティハーフマラソンは都心を巡るコースな
ので、眺めを楽しみながら走れるところが大きな魅力です
よね。増上寺からスタートして、虎ノ門ヒルズを通って、ゴー
ルの東京タワーをめざしていく。どこも見どころばかりで
すが、印象に残っているのは最後の急な坂です（笑）。この
坂は思っていたよりキツかった！ でも1年目に坂がある

ことが分かったので、2年目は「ここを越えればゴールだ」
という気持ちで走れました。私は、この最後の坂で他の
ランナーを追い抜いていくのが楽しみなので（笑）、ここ
は気合いを入れて、力を振り絞って走るようにしています。
MINATOシティハーフマラソンは約21kmという距離で
すが、思ったより短く感じる人が多いのではないでしょう
か。練習では10km走ればよく走ったなぁという感覚にな
りますが、本番では前半の10kmなんてあっという間でした。
眺望の良さもありますし、それこそ「みんなで走る」ことの
素晴らしさなのでしょうね。5,000人のランナーはそれぞ
れ年齢も性別も違いますし、障害のある人もない人もいま
すけれど、一緒に走っていると、みんなで1つのゴールを
めざしているという気持ちになれて走る力がわいてきます。
中には「去年もここで追い越されました！」と私に声をか
けてくださる方もいて、そういうランナー同士の交流も楽
しかったです。

ランナーにとっても
応援する人にとっても実りのある大会です
――読者に向けてメッセージを。
　MINATOシティハーフマラソンは、ランナーにとっては
目標であり、応援する人や運営する人にとってはパワーや
気づきが得られる素晴らしい大会です。また次回の大会で、
多くの方々とお会いできることを楽しみにしています。

ハーフマラソン
参加賞Tシャツ

ハーフマラソン
参加賞Tシャツ

フィニッシャータオル

手荷物袋手荷物袋
記録計測チップ

記録計測チップ

2019年2018年

ファンラン参加賞
ミニタオル

ファンラン参加賞
ミニタオル

ハーフマラソン
参加賞Tシャツ2018年
ハーフマラソン
参加賞Tシャツ2018年 2019年2019年

記録計測チップ記録計測チップ

記録計測チップ

みんなで走るって、すごく楽しい！
また次の大会で、みなさんと一緒に
走れることを楽しみにしています

パラリンピアン／
サントリーホールディングス株式会社ゲストランナー

インタビュー

MINATOシティハーフマラソン、スタート！
ランナーの表情から喜びと感動が伝わります

ハーフマラソン
（21.0975km）
は日本陸上競
技連盟公認競
技会。陸連登

録者の部（男子・女子）、一般の部（男子・女子）の4部
門があり、2018年は4,698人、2019年は5,210人
が参加しました。虎ノ門、高輪、フィニッシュの東
京タワーまで、港区ならではの風景を背に走れるこ
とが、出場ランナーの皆さんが口をそろえる大会の
魅力。東京タワーに向かう最後の坂は最大の難関で、
沿道からの応援の声が何よりのパワーとなります。

港区在住の子どもから
シニアまで参加できる
ファンラン。2018年
は578人（※）、2019年
は659人が参加しまし
た。親子で手をつないで歩いたり、景色を楽しみな
がら走ったり、一番をめざして全速で駆け抜けたり…。
約800mを思い思いに走る光景も、MINATOシティ
ハーフマラソンの魅力のひとつです。

※ただし、参加者数は未計測のため、申込者数を掲載。
陸連登録者の部（男子）優勝の秋山太陽さん、同（女子）優勝の
里中志帆さん。記念すべき第1回大会優勝の栄誉を手にしました。

陸連登録者の部（男子）優勝の飯野汰一
さん、同（女子）優勝の兼重志帆さん。
1位の兼重さんは、HMCC（※）の受賞対象となり、20万円の賞金を獲得。
※ HMCCとは、自己ベスト達成者への特別記録証の発行や大会記録更
新者への賞金授与などの取組。

（太字は大会記録更新）

氏名 タイム
 陸連登録者の部（男子）【大会記録 1:07:43】
1位 飯野 汰一 1:08:45
2位 加藤 亮一 1:09:28
3位 阿部 哲也 1:09:37
 陸連登録者の部（女子）【大会記録 1:15:48】
1位 兼重 志帆 1:13:30
2位 森川 千明 1:20:31
3位 森野 麻美 1:24:42
 一般の部（男子）【大会記録 1:09:28】
1位 坂口 享 1:09:12
2位 杉谷 駿輔 1:10:34
3位 和田 孝司 1:13:48
  一般の部（女子）【大会記録 1:30:29】
1位 中井 絵梨菜 1:28:14
2位 増田 梨沙 1:30:41
3位 大森 由香子 1:34:22

氏名 タイム
  陸連登録者の部（男子）

1位 秋山 太陽 1:07:43
2位 海老澤 太 1:07:57
3位 松本 翔 1:09:18
  陸連登録者の部（女子）

1位 里中 志帆 1:15:48
2位 森田 光希 1:21:33
3位 山崎 加央里 1:25:23
  一般の部（男子）

1位 坂口 享 1:09:28
2位 新野 元哉 1:11:16
3位 渡辺 大 1:15:13
  一般の部（女子）

1位 君島 由夏 1:30:29
2位 奥山 恵美 1:31:09
3位 阿久津 美和子 1:31:22

Minato City  Half Marathon Special Issue

THE DAY

2018 2019

大会当日
ランナー編

ハーフ
マラソン

ファン
ラン

 港区ならではの 風景
の中を

 大会の魅力のひとつ
！

 疾走する楽しさ！

 思い思いに走り 楽しむ光景も

MINATOシティハーフマラソン特集号

谷 真海さんをはじめ、MINATOシティハーフマラソンは
多くのゲストランナーの皆さんに出場いただいています。
【2018年】
金 哲彦さん
谷 真海さん
福島 和可菜さん
伊藤 剛臣さん

【2019年】
市橋 有里さん
谷 真海さん
新谷 仁美さん
高田 裕士さん
高田 千明さん

ゲストランナー一覧　

高田 裕士さん
高田 千明さん
石田 純一さん

（順不同）

◆谷
たに

真
ま

海
み

さん  プロフィール

パラリンピック選手。大学在
学中の2001年に骨肉腫を発
症、右足膝下を切断し義足の生
活に。治療とリハビリを経て
2003年からスポーツを再開。
2004年、走幅跳でアテネパラ
リンピック初出場。2008年
北京、2012年ロンドンと、パ
ラリンピック3大会連続出場
を果たし自己ベスト更新。結
婚・出産後、2016年パラトラ
イアスロンへ転向。2017年
の世界パラトライアスロン選
手権で優勝し、この競技で日本
人初の世界一に輝いた。東京
2020大会をめざしてトレー
ニングを続けている。
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コース上の安全管理のほか、カラーコーンなどの
設置や補助を行います。

MINATOシティハーフマラソンでは、1,000人以上のボランティアの皆さんにご参加いただき、さまざまな場面でランナーのために活動いただいています。
今回はボランティア活動の一部を紹介します。

スタート前にコース上の給水所を設置。レース
中は給水を行い、終了後は撤去します。

区立芝公園・増上寺境内においてランナーをス
ムーズに誘導します。

Minato City  Half Marathon Special Issue

THE DAY
大会当日

ボランティア編

スタート前からフィニッシュ後のサポートまで。皆さんのチカラが大会を支えています。

 走路・迂回路誘導

 大会当日のボランティア活動一覧

 給水

 会場内誘導 / スタート待機ブロック誘導

MINATOシティハーフマラソン特集号

ランナーも、ボランティアも
全員が力を出し切りました！
ーーボランティアに参加してみて感じたことは？
　ランナーの方々は、私たちが声援を送ると手を振って応え
てくださったり、「がんばるよー！」「お水ありがとう！」と返答
してくださる方も。ボランティア仲間との協力ももちろんで
すが、ランナーの方々との交流の瞬間にも、「参加者全員で大
会を作っているんだ！」という気持ちになり、地域の一体感は
こうして高まっていくのだなぁと感じることができました。
　自分も大会の運営に携わってみると、事前の入念な準備や、
地域の方々の協力があってこそイベントが成り立っていると
いうことに改めて気づかされました。また、いつも通ってい
る地域の中にも新たな発見があったり、とても楽しかったです。
皆さんもぜひボランティア活動に参加してみてください！

ボ
ラ
ンテ

ィア
の皆
さん、ありがとうございまし

た！

過去2年間、ボランティアに
参加いただいた皆さん

責任重大な役割のため
リハーサルは入念に行いました
ーー当日の役割について教えてください。
　担当したのは、表彰状授与の補佐と抽選会の補助係です。
どちらも、ランナーの方やそのご家族、地域の方々から注目
を集める大役です。多くの人々の視線の中、壇上に上がった
時は、これまでの人生で一番緊張したのを今でも覚えています。
　本番のために、前日のリハーサルから参加し、壇上での立
ち居振る舞いについてスタッフの方からさまざまな指導をい
ただきました。お辞儀の角度や立ち位置など、基本的なこと
と思われるかもしれませんが、立ち位置にまごつくだけでも
壇上では目立ってしまうのです。他にも、手袋を交換する時
の所作をいかに綺麗に見せるかなど、丁寧に教えていただき、
緊張の中でも自信を持って本番に臨むことができました。

ランナーの方々がスムーズに給水できるよう、
細心の注意を払って対応
ーーどのようなことに注意して取り組まれましたか？
　大会当日は、給水所で水が入った紙コップをテーブルに並
べるという役割を担当しました。コップの配置ひとつとっても、
ランナーへの配慮を忘れてはいけません。走りながらでも取
りやすいように、なるべく道路側に置くようにしたり、手が
当たって倒してしまわないようにコップ同士の間隔をあける
など、小さなことにも気を配りながら取り組みました。
　ピーク時には、何十人というランナーが一気に給水所を通
過します。どんどんコップを並べなければならないので大変
でしたが、中には仮装をしている方もいて（笑）、応援してい
る側の私たちも楽しませていただきました。

学生ボランティアにインタビュー！参加しようと思ったきっかけは？ 
参加した感想は？ 

戸板女子短期大学
食物栄養科２年

戸板女子短期大学
食物栄養科２年

素野 日葉莉さん

芝崎 茜さん

間近で見たランナーの方々の表情は
忘れられません！
ーー印象に残っていることはありますか？
　強く印象に残っているのは、表彰状を受け取った時のランナー
の方々の嬉しそうな表情。ランナー自身はもちろん、一緒に喜
ばれているご家族の様子まで見ることができたのは、表彰状授
与の補佐をさせていただいた一番の特権だったと感じています。
　このボランティア活動を通じて学んだのは、楽しいイベン
トを作り上げるために、たくさんの人が工夫を凝らして努力
しているということです。当日は、臨機応変な対応が必要な
場面も多く、自らイベントの進行を考えて行動する姿勢も身
についたと思います。この経験を忘れずに、残りの学生生活
も精一杯取り組みたいです。

【町会・自治会】●新橋一丁目東部町会 ●新橋一丁目西部町会 ●新橋二丁目町会 ●新橋駅前ビル自治会 ●しんちか自治会 ●新橋二丁目烏森町会 ●西新橋一丁目桜正町会 ●虎ノ門一丁目琴平町会 ●西新橋二丁目南桜町会 ●南佐二町会 
●新橋露月町会 ●新橋五丁目町会 ●互親会町会 ●虎ノ門三丁目巴町会 ●新橋五・六丁目町会 ●汐留町会 ●新橋七丁目町会 ●虎ノ門三丁目広栄町会 ●浜松町一丁目町会 ●浜三町会 ●芝大門中二町会 ●芝金杉町会 ●東麻布一丁目飯五
町会 ●西麻布上町会 ●六本木ヒルズ自治会 ●赤坂溜池町会 ●赤坂東一・二丁目町会 ●赤坂一ツ木町会 ●赤坂五丁目26自治会 ●青山三・四丁目町会 ●青山表参道町会 ●青山高樹町町会 ●三田松坂町会 ●高輪一丁目君友会 ●高輪親
睦会 ●高輪共和会 ●白金三光第五町会 ●日吉坂町会 ●白金台三光第八町会 ●プラウドタワー白金台ふれあいサロン ●芝浦一丁目町会 ●シティハイツ港南自治会  【港区団体等】●日本ボーイスカウト東京連盟港区協議会 ●防災士ボラ
ンティア ●ポート・スポーツ・サポーターズクラブ ●港区更生保護女性会 ●港区国際交流協会 ●港区社会福祉協議会 ●港区シルバー人材センター ●港区スポーツ推進委員協議会 ●港区青少年委員会 ●港区赤十字奉仕団 ●港区体育
協会加盟団体（22） ●港区民生委員・児童委員協議会 ●港区老人クラブ連合会 ●Kissポートボランティア 【中学・高校】 ●御成門中学校 ●三田中学校 ●高松中学校 ●港南中学校 ●白金の丘学園白金の丘中学校 ●六本木中学校 ●高陵
中学校 ●赤坂中学校 ●青山中学校 ●お台場学園港陽中学校 ●聖心女子学院中等科/高等科 ●東海大学付属高輪台高等学校 【短大・大学】 ●戸板女子短期大学 ●北里大学 ●国際医療福祉大学 ●東京海洋大学 ●明治学院大学 【企業・
団体等】●（株）ウィルレイズ ●（株）オーハシテクニカ ●（株）木曽路東日本本部 ●クラシエホールディングス（株） ●（株）サンウッド ●（株）第一製版 ●（株）電通 ●東京電力パワーグリッド（株）銀座支社 ●東京モノレール（株） ●東洋電
信電話工業（株） ●トッパン・フォームズ・オペレーション（株） ●飛島建設（株） ●トヨタモビリティ東京（株） ●西松建設（株）関東建築支社 ●日鉄興和不動産（株） ●日本郵便（株）赤坂郵便局 ●マネジメント・カレッジ（株） ●（株）みずほ
銀行 ●三井住友ＤＳアセットマネジメント（株） ●（株）ヤマシタ ●（株）りそな銀行 ●MHI保険サービス（株） ●THK（株）●明治安田生命保険 ●大東京信用組合 ●麻布法人会 ●芝法人会 ●東京商工会議所港支部青年部 ●東京青年会議
所港区委員会 ●東京土建一般労働組合港支部書記局 ●東京芝ロータリークラブ ●東京新橋ロータリークラブ ●東京みなとロータリークラブ ●チャレンジコミュニティ・クラブ ●Runbbits   その他、個人参加の一般ボランティアの方多数

これからも
よろしくお願いいたします。

三田にキャンパスがある戸板女子短期大学の学生ボランティア「TOITAアンバサダー」の皆さんは、港区のイベントに数多くご協力されています。
今回お話を伺った素野さんと芝崎さんもTOITAアンバサダーのメンバーで、MINATOシティハーフマラソンのボランティアに参加していただきました！
ボランティアの目線から見た大会の様子はどのようなものだったのでしょうか？　当日の仕事内容やボランティアに参加された感想など、体験談をお聞きしました。

さまざまな場所でボランティアが活躍！

7:30

5:00

7:30

8:00

10:30

11:30

9:50

10:10

11:00

13:30

起床

起床

田町の東京ポートボウル前集合

給水の準備

選手の応援、給水支援

活動終了・解散

田町駅到着

会場へ到着後、打ち合わせ

表彰式サポート

活動終了・解散

前日のリハーサルで練習したものの朝からドキドキ。
慣れないスーツを着ている自分にさらに緊張…！

早起きして急いで身支度。外はまだ薄暗い。

給水担当の学生とスタッフが集合。

担当エリアに移動。選手がきちんと給水できるように配慮して、
お水と紙コップの準備。

選手たちへの給水支援。元気いっ
ぱい声援を送ることも忘れずに！ラ
ンナーから反応があると楽しい～♪

あっという間だったな～。仲間と
協力して無事にイベントを終え
ることができました！

友達と合流して、待ち合わせ場所へ。

本番までの時間に、細かな立ち位置を再確認。
同じチームの子たちと励まし合う。無事に終了しますように…。

2カ所の表彰会場を担当。受賞し
たランナーの誇らしげな表情を
間近で見て、私まで嬉しくなった！

終了♡ ごほうびに、チームの子
たちとスイーツをたべてホッ。

1日の流れ

1日の流れ

制限時間を超えたランナーは競技を中止しなけれ
ばならず、そうしたランナーを関門近くの収容バ
スまで誘導します。

ハーフマラソンとファンラン参加者へのフィニッ
シュテープを管理します。

ランナーの荷物の預かりと返却、管理を行います。 フィニッシュしたランナーにドリンク、フィニッ
シャータオル、防寒シート、記念品などを配布します。

会場内に設置されたごみ箱の分別とスタート地点
のごみ回収を行います。

所定の位置でコース上の距離看板を持ち、ランナー
に距離を知らせます。

トイレ前にカラーコーンを並べて整列、誘導を行
います。

沿道の観客に応援旗を配布し、応援・盛り上げを
サポートします。

救護所にて医師・看護師を補助します。

表彰式において表彰状やメダルなどを授与者に
渡す式典の補助役を担います。

 収容関門サポート

 フィニッシュ補助

 手荷物預かり  フィニッシュ給水、物品配布  ごみ整理

 距離表示プラカード掲示

 トイレ整理

 沿道盛り上げ

 スタート整理担当

 救護サポート

 式典補助

ファンラン

ハーフマラソン

スタート待機所にてランナーを該当のスタートブ
ロックに誘導します。
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初めての大役に緊張！残りの学生生活にも活きる貴重な経験ができました

ボランティア仲間やランナーとの交流で、地域全体の一体感を実感



御成門中学校

御成門小学校
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東京プリンスホテル
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港区役所
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芝公園駅

都営浅草線・大江戸線
大門駅

都営三田線御成門駅

第一京浜国道
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大
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駅
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THE DAY
大会当日

イベント編

MINATOシティハーフマラソン特集号6

大会当日は、区立芝公園、都立芝公園、増上寺にてランナーを応援するイベントが行われ、大会が大いに盛り上がりました。その様子をご紹介します。

和太鼓演奏によるランナーへの応援と、協賛企業による出展ブースが並ぶ。
その他、お楽しみ景品がもらえるスタンプラリーを実施

区立芝公園の特設ステージにて、
さまざまな団体が

応援パフォーマンスを披露

大会公式ソング /大会応援ソング

港区で結成された男女5人の
ヴォーカルユニット。オリジ
ナル曲「走れ！Victory」は小
学校や保育園の運動会ダンス
曲にも採用され、応援ソング
として浸透している。2019年、
港区観光大使に就任し、区内
を中心にさまざまなステージ
にて活動中。

2003年より、シンガーソン
グライターとして活動。以後、
CDリリース、企画ライブ、ワ
ンマンライブ等、精力的に活動。
親しみやすい楽曲とパワフル
な歌声で幅広い年齢層の方か
ら支持される。

お祭り気分で
大盛り
上がり！

協賛企業ブース
スタンプラリー

盆踊りと太鼓による楽しい応援

「走れ！Victory」
REAL VOX

「その未来へ」   
atsuko.

一般財団法人ドリーム夜さ来い祭り
グローバル振興財団

東京 TAIKO GIRLS

和太鼓 青富士和太鼓 真誠会

ゆるキャラ大集合一打の会チル打れん（いわき市）

和太鼓 御成門小学校

東京ポートビッグバンズ

港区少年チアリーディングチームHEROES 

一般社団法人全日本応援協会

赤坂芸者衆

はり・ケアステーション

キッチンカー 応援横断幕の掲出

じゃんけん大会

全力少女R ドラえもん ©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

人と地域を元気にする盆踊り実行委員会

源流芝太鼓連

イベント&会場マップ

増上寺エリア
三解脱門エリア

境内エリア

ステージ

その他

区立芝公園エリア

都立芝公園エリア

東京プリンスホテル

一般社団法人障がい者自
立推進機構（パラリンアー
ト）との協力により、障が
い者アーティストがデザ
インした横断幕に、区民
の皆さんなどがランナー
への応援メッセージを書
いて応援。



Minato City  Half Marathon Special Issue

THE DAY
大会当日

協賛企業編

MINATOシティハーフマラソン特集号 7

ーー はじめに、ランナーや応援という形で
　　参加された方は、感想を教えてください。
早乙女（西松建設）：2019年大会にランナー
として参加しました。勤務先が港区なので、
いつも通勤に使っている道を、歩道ではなく
車道を走って通れるというのがとても楽しかっ
たですね。会社の同僚たちも20人ほどラン
ナーとして出場したのですが、この大会は折
り返しが多いコースのため、同僚とすれ違う
ことがよくあり、疲れているときに知ってい
る顔が見えると元気がわきました。
植山（NOK）：当社からは2018年に10人、
2019年に19人の社員がランナーとして出場
し、私は2回とも応援に行きました。コース
沿いに当社の拠点が5カ所あるので、それぞ
れに約20人ずつ配置し、社名が入ったオリジ
ナルの応援フラッグを振って応援しました。
笠井（カサイホールディングス）：オリジナ
ルのフラッグとは気合いが入っていますね。
私自身はランナーではなく、競技終了後の表
彰式でランナーの方々に副賞を贈呈する役
目を担いました。副賞には当社が運営する
レストランのペアチケットやギフトセット
を提供させていただきました。壇上に上がっ
て賞を贈呈するというのは初めての経験で
したが、ランナーの喜びあふれる笑顔を間近
で見ることができる貴重な場でしたね。

ーー  協賛ブースでの出展内容を教えてくだ
さい。

オリッシュ（住友金属鉱山）：当社は愛媛県
新居浜市にある別子銅山をルーツとしていま
す。そのため、出展ブースでは愛媛県のイメー

ジアップキャラクター「みきゃん」の着ぐる
みを登場させたり、愛媛県産のミカンジュー
スを添えて当社パンフレットを配ったりし
ました。2018年は「平成30年7月豪雨」が
あり愛媛県が被災していましたので、被災地
支援につなげたいという思いもありました。

後のビールほどおいしいものはない！」との
答えでしたので、大会終了後は、ランナーや
応援者の有志で、会社の会議室で懇親会を開
きました。

早乙女（西松建設）：すごいですね！ 私たち
は「みんなで緩く、楽しく走りましょう」とい
う趣旨でした。ですので特段、打ち上げの席
は設けませんでしたが、同じくらいのタイム
でゴールした社員同士が数人集まって、帰り
に新橋駅前で軽く飲みながら「来年も出たい
ね」という話をしました。アクセスがいい会
場ですから、大会後にほろ酔いになっても夕
方前に帰宅できるのがいいですよね。

ーー  MINATOシティハーフマラソンを通し
て社内に変化はありましたか？

オリッシュ（住友金属鉱山）： 2019年大会
のブース出展は、私が所属する広報IR部と、
総務部が一緒になって取り組みました。大
会に向け、両方の部長が「部署の垣根なくやっ
ていこう」という意志を示すように走る練習
を始めまして、2人とも50代なのですが、大
会本番では制限時間内に完走しました。社内
的にはこの大会が、異なる部署が協働してひ
とつのことにあたる最初の契機になりましたね。
植山（NOK）：私のところも部署を超えたコ
ミュニケーションにつながった面があります。
当社は拠点数が多いので、同じ港区内で働い
ていてもオフィスが違うために、会ったこと
のない社員がかなりいるんです。大会に向
けて他部署や他事業所の人たちと話す機会
が生まれて、「この人はこういうことができ
るんだ」という新たな発見につながりました。
早乙女（西松建設）：そういう面はありますね。
私は、2018年大会では応援する側だったの
ですが、そのとき、一眼レフのカメラで社員
ランナーたちが走る様子をたくさん撮影し
ておき、あとで本人に送ったんです。普段は
交流のない他部署の人とも、そうやってコ
ミュニケーションすることができました。

「みきゃん」は老若男女問わず大好評で、みな
さんに喜んでいただけたようです。中には
「別子銅山を知っていますよ」と声をかけて
くださる方もおり、来場者の方々と直に交流
できた、とても有意義な時間でした。
笠井（カサイホールディングス）：来場する方々
とコミュニケーションがとれるのは嬉しい
ですよね。私たちは本業が瀬戸内海の品を
扱う物販店やレストランですので、2018年
のブースでは、小豆島産のオリーブ茶などの
ドリンク類と、オリーブの新漬けやミカンな
ど季節に合った食べ物を用意しました。中
には「オリーブの新漬けを初めて知った」「小
豆島ってミカンを作っているんだ」とおっしゃ
る方もいて、目新しいものをご提供できたの
ではないかなと思います。2019年はカップ
そうめんも出したところ、寒い時期で体が冷
える方が多かったのか、はやばやと完売とな
りました。
植山（NOK）：来場者との交流はもちろんで
すが、近隣にブースを出している港区内の企

業の方々と言葉を交わせたのも、我々にとっ
ては収穫でした。港区には多くの企業があ
りますが、意外と企業同士が交流する機会が
ないのですよ。ブースには大きなガラポン
を用意し、ハズレなしの福引を行いました。
ちょうど走り終わったランナーが通る場所
だったこともあり長い行列ができまして、最
終的には3,000人以上の方が福引に参加し
てくださいました。特等の景品が早い段階
で当たってしまったのは想定外でしたが（笑）、
他にも当社製品が使われている自動車やス
マートフォンを写した卓上カレンダーなど
を景品にし、会社のPRをさせていただきま
した。

ーー 会社のランナーを応援するための
　　独自の取組があれば教えてください。
植山（NOK）：社内の出場ランナーが決まっ
た後、応援を募るためのポスターを作り、社
内に貼り出しました。さらに、ランナーたち
の士気を高めるため、決起集会も開きました。
その際、「競技の後は疲れ果ててビールは飲
めないよね」と聞いたところ、「走り終わった

石井（カサイホールディングス）：当社の場
合は、若い社員が港区について知るいい場に
なったと思います。というのも、オフィスは
港区にあっても、港区に住んでいる社員はほ
とんどいませんから、通勤経路以外のエリア
のことを知らない人も多いんです。特に若
い社員だと増上寺に行ったことがない人も。
それがMINATOシティハーフマラソンを通
して、港区がどういった場所なのかというこ
とを、社員がよく知ることができたそうなの
です。地域に根差した活動を理念とする当
社にとって、大変いい機会でした。

ーー  これからのMINATOシティハーフマラ
ソンに望むことは何ですか。

早乙女（西松建設）：できればコース上にラ
ンナー向けの給食ポイントが1カ所でもあれ
ば、ランナーの走る楽しみが増えるのではな
いでしょうか。それから、制限時間がもう少
し長ければ……。交通事情もあり難しいと
思いますが、歩道を走れるようにするなどし
て、ゴールまで時間がかかるランナーでも完
走を目指せるような形になるといいですよね。
植山（NOK）：ぜひ続けてほしいのが、子ど
もやベビーカーでも参加できるファンランです。
親子で楽しめるのが素晴らしいですし、スポ
ンサーとしてもありがたいのですよ。なぜか
というと、お子さんが走ると親御さんは必ず
写真を撮ってSNSにアップします。さらに、
年末に近い時期ですから、その写真が年賀状
にも使われます。そこには我々の社名ロゴが
入ったゼッケンが写っていまして、想像以上
にその広がりが大きいんですね。ゼッケンを
つけた子どもたちが私たちの会社を知り、将来、
我が社に入ってくれるといいなあという、未
来への夢ももっています。
オリッシュ（住友金属鉱山）：開催時期が、寒
くなりすぎず、ちょうどいいですよね。ブー
ス出展の搬入出にも支障を感じたことが全
くなく、出展企業にもランナーにもストレス
のない大会だと思います。来年以降もぜひ
協力させていただきたいので、開催を願って
います。
笠井（カサイホールディングス）：今後も皆
さんと一緒にMINATOシティハーフマラソ
ンを盛り上げていきたいと思っています。

MINATOシティハーフマラソンでは、
2019年に160社もの企業の皆さんにご協賛いただきました。
ここでは、2019年にプラチナ協賛企業としてご協賛いただいた企業のうち４社5名の方に、
ご協賛へのきっかけや参加してみての感想を伺いました。
※MINATOシティハーフマラソンでは、協賛金額に応じてブース出展などの協賛特典を
　提供しています。

協賛企業から見た
MINATOシティハーフマラソン

は設けませんでしたが、同じくらいのタイム
でゴールした社員同士が数人集まって、帰り
に新橋駅前で軽く飲みながら「来年も出たい
ね」という話をしました。アクセスがいい会
場ですから、大会後にほろ酔いになっても夕
方前に帰宅できるのがいいですよね。

ーー  
業の方々と言葉を交わせたのも、我々にとっ

終的には3,000人以上の方が福引に参加し
てくださいました。特等の景品が早い段階
で当たってしまったのは想定外でしたが（笑）、
他にも当社製品が使われている自動車やス
マートフォンを写した卓上カレンダーなど
を景品にし、会社のPRをさせていただきま
した。

ーー 
　　独自の取組があれば教えてください。

笠井 寛さん 石井 絵美さん 早乙女 武夫さん 植山 和彦さん オリッシュ アマンダさん
カサイホールディングス株式会社

代表取締役
カサイホールディングス株式会社

企画広報戦略室  室長
西松建設株式会社

総務部
NOK株式会社

業務本部  本部長付担当部長
住友金属鉱山株式会社

広報IR部

早乙女（西松建設）：すごいですね！ 私たち

いつも通勤で使う道を
マラソンで走れて爽快でした！

決起集会やポスターで
大会に出場する社員ランナーを応援

この大会がきっかけとなり
部署を超えた交流につながりました

これからもMINATOシティハーフ
マラソンを盛り上げていきたいです！

いつも通勤で使う道を
マラソンで走れて爽快でした！

協賛企業
座談会

出展ブースでは、来場者の皆さんに
楽しんでいただきながら企業PRに成功



特別対談 増田明美さん×池田朝彦さん

港区マラソン実行委員会の委員長である池
田朝彦さんと、MINATOシティハーフマラ
ソンの専門アドバイザーを務めていらっしゃ
る増田明美さんに、MINATOシティハーフ
マラソンの魅力や展望について語っていた
だきました。

――お二人はMINATOシティハーフマラ
ソンにどう関わってきたのですか。
池田：近年、マラソンが大変なブームとなり、
「都心の港区を走ってみたい」という区民の
声が多く寄せられました。スポーツ業界に
長く関わってきた私としても、港区でマラソ
ン大会が開催できたら素晴らしいと思い、呼
びかけを始めたのが最初ですね。
増田：さすが時代の開拓者です。これまで
にジュリアナ東京など流行を生み出してき
た開拓精神のある池田さんの呼びかけから、
MINATOシティハーフマラソンは始まった
のですね。私は10年ほど前から港区に住ん
でいる縁もあり、アドバイザーにと声をかけ
ていただきました。
――過去2回の大会についての感想を。
池田：おかげさまで大成功したと思います。
ふつうは小さく始まって、だんだん大きく育っ
ていくものですけれども、MINATOシティハー
フマラソンは、武井雅昭港区長が強い決意を

支援するために走ります」など、走る目的を
インターネットにあげ、それに賛同する人が
寄付をするのです。まだ日本ではこうしたチャ
リティが浸透していませんが、MINATOシティ
ハーフマラソンならその先駆けとなれるの
ではと期待しています。
池田：そういう方法があるのですね。モデ
ルケースになるという点では、健康づくりの
モデルケースにもしていきたいです。港区
は23区で圧倒的に昼間人口が多い区ですから、
区内に住む人だけでなく働く人も一緒になっ
て、みんなの健康づくりに役立つ大会になれ
ばいいなと考えています。

――これからのMINATOシティハーフマラ
ソンについて、夢や展望をお聞かせください。
池田：MINATOシティハーフマラソンは途
中で立ち止まって写真を撮るランナーも多く、
風景を楽しんでいることがわかります。「レ
インボーブリッジを走りたい」という声もあ
りますし、他にも見どころがたくさんありま
すから、少しずつでもコースを変えて、港区
全体を楽しめるようなバラエティ豊かな大会
にするのが夢ですね。それから冬はイルミネー
ションがきれいですから、ナイトマラソンも
いいですよね。なかなか難しいのですけれど。
増田：実現したら素敵です！ 走る人だけで
なく、見る人ももっと楽しめる大会にしたい
ですね。港区には多くの大使館がありますから、

もって臨まれたこともあり、最初から大きく
完璧な形で始まりました。
増田：マラソン大会の第1回目は、どこも失
敗談が多いのですよ。給水ができていなかっ
たり、記録ミスがあったり、どこかうまくい
かないものなのですが、MINATOシティハー
フマラソンは第1回から評判がよくて驚きま
した。実行委員会、行政、陸上競技協会、ボ
ランティアの方々などが郷土愛をもって協
力し合ったからこそ実現したのだと思います。
ランナーの満足度も高く、「スタートまでの
流れがスムーズ」「更衣室やトイレがきれい」
といった声を聞きます。運営がしっかりし
ている証ですね。

――2020年はコロナ禍のため中止となり
ましたが、それに対する思いは？
池田：本心としては、規模を小さくしてもい
いから開催したいと思っていました。2021
年はどういった状況になるかわかりませんが、
なんとか知恵を絞って開催したいです。
増田：私もその考えに賛成です。スポーツ
は、やる人も見る人も元気にしてくれるもの。
感染予防対策をしっかりしたうえでぜひ開
催してほしいです。ではどうやるかというと、
MINATOシティハーフマラソンで採用され
ているウェーブスタートも対策の1つですね。
ランナーが時間差でスタートすることでスター
ト地点での混雑を減らせるため、つくばマラ
ソンや神戸マラソンなど、ここ最近採用する
大会も増えています。更衣室や記録所といっ
た人が密集しやすいエリアにも工夫は必要
でしょうし、関係者の検温を徹底するなど感
染予防対策も大前提ですが、「どうしたら開
催できるか」を考えていきたいですね。
――MINATOシティハーフマラソンのチャ
リティや、地域コミュニティへの貢献につい
てはどう思われますか？
増田：MINATOシティハーフマラソンのチャ
リティは、チャリティ枠でランナーとして参
加した方による寄付ですよね。それも素晴ら
しいのですけれど、私は新しいチャリティの
あり方として、ロンドンマラソンが参考にな
ると思っています。ロンドンマラソンではラ
ンナーたちが事前に「貧しい子どもの教育を

沿道にステージを設けて、各国それぞれのや
り方で応援してもらうとか。マラソンを通
して国際交流ができるのは、多様性豊かな港
区だからこそだと思います。
池田：国際交流は本当に大切ですね。港区が
平和都市宣言をしていて平和に力を入れてい
ることも広く知られるようになってほしいです。
スポーツは平和じゃないとできません。
増田：おっしゃる通りです。今日はいろい
ろな話をうかがえて、実りの多い時間でした。
ありがとうございました。
池田：夢は大きく、よりよい大会をめざして
いきましょう。本日はありがとうございました。

“ 次 ”へ向けて頑張ります！
～港区マラソン実行委員会事務局からひとこと～

東京教育大学（現・筑波大学）付属小中高を経て慶應
義塾大学法学部政治学科卒業。東京レジャー株式会
社ほか各社代表取締役会長等を務める。1997年より
東京商工会議所議員、常議員、2007年より東京商工
会議所港支部会長。2000年に公益社団法人日本ボ
ウリング場協会会長就任（現・顧問）。2013～2018
年には認定NPO法人スペシャルオリンピックス日本・
東京会長も務める。

大阪芸術大学教授、スポーツジャーナリスト。1964年、 
千葉県いすみ市生まれ。成田高校在学中、長距離種 
目で次々に日本記録を樹立する。現在はコラム執筆
のほか、新聞紙上での人生相談やテレビ番組のナレー 
ションなどでも活躍中。日本パラ陸上競技連盟会長、
全国高等学校体育連盟理事、日本障がい者スポーツ
協会評議員。

【対　象】 港区在住・在勤・在学の方
【申込方法】   ハガキまたはKissポートHP（https://www.kissport.or.jp/event-search）にて
 お申込みください。ハガキには ①郵便番号 ②住所 ③氏名（フリガナ）
 ④年齢 ⑤性別 ⑥電話番号 ⑦在勤者は会社名・所在地、
 在学者は学校名 ⑧本誌・マラソン特集号の感
 想を明記のうえ、下記までご郵送ください。
  〒107-0052　港区赤坂4-18-13 赤坂コ

ミュ二ティーぷらざ２F　Kissポート財団  
マラソン課「マラソン特集号プレゼント」係

 ※ 当選発表は、賞品の発送をもってかえさせ
ていただきます。

【締切り】 1/29（金） 必着
【問合せ】 Kissポート財団 マラソン課
 （マラソン特集号プレゼント係）
 ☎03（5770）1400（平日8:30～17:15）

池
いけ

田
だ

朝
とも

彦
ひこ

さん
●港区マラソン実行委員会 委員長

増
ます

田
だ

明
あけ

美
み

さん
●港区マラソン実行委員会 専門アドバイザー

スポーツはみんなに元気をくれるもの
次回はぜひ開催したい！

もっと国際色豊かに、
港区を楽しめるマラソン大会へ

最初から大きく始まった
MINATOシティハーフマラソン

多くの皆さんの熱意とご協力に感
謝！新しい日常の中でも交流が一
層深まるような魅力ある大会にし
ていきたい。（N・S）

MINATOシティハーフマラソン
開催を楽しみにされている方の
ためにも、事務局一同大会開催
に向け尽力してまいります。（T・O）

特集号記事の作成
に当たり、多くの
皆様にご協力をい
ただきました。
この場をお借りし、
改めて御礼申し上
げます。（R・S）

今回の編集を経て、た
くさんの方々に関わっ
ていただいた大会な
のだと再認識しました。
これまでのご協力に
感謝申し上げます。
（M・A）

協賛企業の皆さん、ボラン
ティア企業の皆さんには、感
謝の言葉しかありません。
その意味で、この特集号は
そういった功労者ともいう
べき方々を紹介しました。
（M・U）

本誌をご覧いただいた皆様の中から
抽せんで50名様に、Kissポート財団グッズを
セットにしてプレゼントします。

Minato City  Half Marathon Special Issue

AFTER 閉会、そして次のステップへ
MINATOシティハーフマラソン特集号8

Kissポート財団
グッズ

プレゼント !!

MINATOシティハーフマラソンの未来展望
～地域ぐるみで創り育て、
　世界に誇れる大会へ～

ハガキまたはKissポートHP（https://www.kissport.or.jp/event-search）にて
 お申込みください。ハガキには ①郵便番号 ②住所 ③氏名（フリガナ）
 ④年齢 ⑤性別 ⑥電話番号 ⑦在勤者は会社名・所在地、

Kissポート財団公式キャラクターの「みなペン」がデザインされ
た手ぬぐい（2枚）・クリアファイル（1枚）・ボールペン（1本）と
伝統文化交流館メモ帳（1個）

編集後記
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