
ボランティアリ-ダ- ･

優先抽選出場枠募集！！
NEW!
NEW!
NEW!

検索金沢マラソン

https://www.kanazawa-marathon.jp/

10月24日(木) 
10月25日(金)
10月26日(土) 
10月27日(日) 

9:00～15:00
13:00～21:30
9:00～20:30
6:00～17:00

石川県立音楽堂交流ホール
石川県立音楽堂交流ホール､金沢駅もてなしドーム
石川県立音楽堂交流ホール､金沢駅もてなしドーム
大会当日(コース沿道､スタート会場､フィニッシュ会場)

※活動時間は活動内容により異なります｡

ボランティアリーダー（個人）は5月31日(金)まで
※先着順、定員になり次第締め切ります｡

※募集定員は変更となる
　場合があります｡

 4月15日(月)～7月12日(金)  4,700名

主催／金沢マラソン組織委員会  石川県､金沢市､北國新聞社､( 一財 ) 石川陸上競技協会､金沢市陸上競技協会

ボランティアの活動日時・場所



お申し込み前に必ずお読みください

申込区分
(一般)

申込区分
(リーダー)

説明会情報
(予定)

申込条件
(リーダー)

申込条件
(一般)

申込条件
(一般･

リーダー
共通)

金沢マラソン2019ボランティア募集要項 
2019年10月24日(木)
配布物封入作業
2019年10月25日(金)･26日(土)
ランナー受付､会場案内　等
2019年10月27日(日)
大会当日のボランティア活動
(会場誘導/コース沿道整理/手荷物預かり･返却/給水･給食　等)

2019年4月15日(月)～7月12日(金)
ボランティアリーダー（個人）は5月31日(金)まで
※先着順 (定員になり次第締め切ります)

4,700名 

おひとりでの申し込み｡

代表者(リーダー)を選出していただきます｡
グループのメンバー全員が同じ活動場所と
なります｡

個人･グループボランティアのまとめ役とし
て活動していただきます｡

連絡のとれる代表者を選出してください｡
10～20名につき1名リーダーを選出してい
ただきます｡活動内容の決定後、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､団体名は大会プログラムに掲載させて
いただきます｡

子ども(小学5年生～中学生)2名以内と保護
者(20歳以上)1名以上での参加となります｡

大会当日活動していだいた方は2020大会に
ランナーエントリーすると、優先抽選で100名
の方に出場権が当たります。
※当枠での申し込みに限ります(①～④の区
分での申込者は対象となりません)。主催者が
指定する場所での活動となります。来年開催
の2020大会のランナー募集の応募が必要
です(RUNNETでの申し込みに限ります)。

④ファミリー

⑤次回大会
　優先抽選
　出場枠
　(個人)

リーダー
(個人)

開催日:2019年9月21日(土)･22日(日)

2019年9月28日(土)･29日(日)

場　所:金沢大学角間キャンパス

上記のいずれか1日で､活動内容ごとに90分程度の説明会

を実施予定｡

※説明会日時は主催者で指定いたします。

･主催者が指定する日に､団体･グループボランティアはリー
ダーが､ファミリーボランティアは保護者が､個人ボラン
ティア（次回大会優先抽選出場枠含む）は本人が説明会に
参加し､支給物品等の受け取りができること｡

･説明会参加者は説明会終了後、活動日当日までに所属する
メンバーに事前説明を行うこと｡

･個人･団体･グループボランティアにおいては、活動日現在､
15歳以上の方(中学生は不可｡ただし、ファミリーボランティ
アの場合は可。高校生は保護者の了承が必要)。

･次回大会優先抽選出場枠においては、2002年(平成14年)
 4月1日以前に生まれた方。

･個人ボランティアでの申し込みが対象となります(団体・
グループでは申し込みできません)。

･活動場所・活動内容は主催者で指定します。
･過去3年(2016～2018大会)で金沢マラソンのボラン
ティアに参加経験のある方｡

･主催者が7月下旬～8月上旬に開催予定のボランティア
リーダー講習会及び9月に開催のボランティア説明会に
出席できる方｡

･活動日現在、満18歳以上（高校生を除く）70歳未満の方。

･応募人数や配置の都合等により､リーダーではなく個人ボ

ランティアとしての活動をお願いする場合がありますの

で、あらかじめご了承ください｡

･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)｡

※長時間にわたり､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｡

･日本語以外を母国語とされる方は､日本語の日常会話と読

み書きが可能であること｡

･その他､下欄に記載の注意事項を遵守し､活動できること｡

NEW!
NEW!

NEW!
NEW!

NEW!
NEW!

◆スタッフウェア / キャップ（ともにフリーサイズ）

　2018 大会のボランティアに参加された方は、再利用
　(リユース ) にご協力ください。

◆とり野菜みそ
（㈱まつや より「とり野菜みそ」を全員にプレゼント）

◆金沢マラソンオリジナル記念缶バッジ
（ボランティアの方限定で記念缶バッジをプレゼント）
※支給物品等についてはボランティア説明会で配布予定です｡
※活動内容によっては説明会がありません｡その場合は､
　代表者宛に郵送いたします｡
※活動日に欠席された場合､支給物品を返却していただきます　
　( 送料は各自負担 )｡
※報酬･交通費･お弁当等の支給はありません｡

参加申込書に必要事項をご記入のうえ､下記の方法でお申し

込みください｡

◆郵送/持参/インターネット(終面参照)

※インターネットでお申し込みの場合は、大会ホームページより

　直接お申し込みください。

※お電話･FAXでの申込受付は行っておりません｡

･同じ活動日での同一人物の重複申し込みはできません｡

･ご登録の住所宛にボランティア活動に関する案内を送付い

たしますので、住所及び連絡先等は正確にご記入ください。

･活動場所･内容については､主催者で決定します｡ご希望に

そえない場合がありますので､あらかじめご了承ください｡

･他の団体､個人ボランティアの方と一緒に活動していただく

場合があります｡

･活動内容が決定後､活動に参加できなくなった場合は､代わ

りのメンバーを選出のうえ､速やかにボランティアセンター

へ連絡してください｡

･活動当日､着替え場所はございません｡あらかじめ動きやす

い服装でご参加ください(ズボン､スニーカー)｡

･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、

所定の場所で活動していただきます｡

･10月24～26日は活動場所(金沢駅付近)に駐車場等の準備

はしておりませんので､公共交通機関でおこしください｡

･10月27日は活動場所の周辺に駐車場を準備しております

が､限りがありますので､お乗り合わせにご協力ください｡

･原則傘をさしながらの活動はできません｡透明のレインコー

ト､タオル等をご持参ください｡

･主催者にて傷害保険に一括加入します(個人負担はありませ

ん)。保険の適用範囲は契約内容に基づくものとします(主催

者の指示を守らなかった場合や不適切と判断された場合に

は適用することができませんのでご注意ください)。

･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｡

〒920－0962
金沢市広坂1丁目9番15号(金沢市庁舎南分室仮庁舎)
｢金沢マラソンボランティアセンター｣宛
メールアドレス：vol@kanazawa-marathon.jp

※うちボランティアリーダー（個人）は20名程度募集｡
※募集定員は変更となる場合があります｡

沿道での給水活動または、フィニッ
シュ会場でのランナーサービス

活動内容:

活動時間:10月27日(日)
          　9:00～17:00(予定)
先着10組(1組最大4名まで)

NEW!
NEW!

NEW!
NEW!



申込から大会当日までの流れ

金沢マラソン2019　ランナー受付関連活動
活動日

10月24日(木)

10月25日(金)

10月26日(土)

活動時間

9:00～15:00

13:00～21:30

9:00～20:30

活動内容

･ランナーへの配布物封入作業

･ランナー受付､会場誘導､記念品引換 等

活動場所

石川県立音楽堂交流ホール
金沢駅もてなしドーム
地下イベント広場(もてなしメッセ)

金沢マラソン2019　マラソン当日活動
活動日

10月27日(日)

活動時間 活動内容

7月下旬～8月上旬

8月中旬～下旬

ボランティアリーダー講習会
※ボランティアリーダー（個人）に申し込まれた方が対象です。

4月15日(月)～5月31日(金)(ボランティアリーダー（個人））
4月15日(月)～7月12日(金)(一般)

申 込 受 付
※先着順（定員になり次第締め切ります）

ランナーへの配布物封入作業

参加案内
の送付

活動場所

スタートエリア（広坂周辺）        

歴史的景観ブロック        

中心市街地ブロック        

片町～窪ブロック        

新動脈：山側幹線ブロック        

学生のまち文教ブロック        

旧街道まちなみブロック        

小坂町～千木町ブロック        

白山連峰を望む田園ブロック        

問屋団地～広岡ブロック        

駅西新都心ブロック        

藤江～袋畠町ブロック        

フィニッシュエリア（西部緑地公園）        

6:00～10:00     

7:10～13:00     

7:10～10:30     

7:10～11:20     

7:30～12:20     

7:40～12:30     

8:00～12:50     

8:10～14:00     

8:30～14:30     

8:50～15:20     

9:00～16:00     

9:10～16:40     

9:00～17:00     

･会場誘導､ブロック誘導､手荷物預かり､給水 等

･ランナーサービス、会場誘導、手荷物返却 等

･コース沿道整理

･距離表示

･給水､給食 等

※ 活動時間は調整中のため､変更になる場合がございます｡

活動日･場所等を主催者で決定し､
郵送で連絡します｡同時に説明会
の日程等をご案内します｡
※団体･グループ･ファミリーの場合、
　代表者宛に郵送します｡

9月21日(土)･22日(日)
9月28日(土)･29日(日)

10月24日(木)

ランナー受付

10月25日(金)･26日(土)

大 会 当 日

10月27日(日)

説明会 上記日程のいずれかに開催する
説明会に参加してください｡
※主催者にて日時を指定します。



〒920-0962 金沢市広坂1丁目9番15号(金沢市庁舎南分室仮庁舎)
受付時間　平日 9:00～17:45
メールアドレス：vol@kanazawa-marathon.jp
大会ホームページ：https://www.kanazawa-marathon.jp/

金沢マラソン2019

2019年10月27日(日)　8:40スタート

13,000人

広坂通り(しいのき迎賓館前)をスタートし､石川県西部緑地公園
陸上競技場をフィニッシュとするコース｡
(日本陸上競技連盟､国際陸上競技連盟及びAIMS公認コース)

フルマラソン(42.195㎞)

●活動中は所属団体のPR活動をお控えください｡なお､呼称権は
オフィシャルスポンサーなど､金沢マラソン組織委員会が承認
する団体に限り認められます｡ボランティア団体には呼称権は
認められませんのであらかじめご了承ください｡

所属する団体の広告やPR等の目的で｢金沢マラソン2019｣の
呼称､商標を使用することはできません｡
(例)×株式会社○○○は｢金沢マラソン2019｣を応援しています｡

●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を遵守し､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｡
●大会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･傷害保険申込等のために個人情報を利用することがあります｡
　※主催者から､申込内容に関する確認や連絡をさせていただくことがあります｡

金沢マラソンでは、マラソンをする側と支える側の相互交流・相互理解を深めるため、大会当日に活動いただいた個人ボランティアの方
を対象に2020大会の優先抽選出場枠(100名分)を創設しました。優先抽選出場枠で申し込まれた方が抽選の対象となりますので奮っ
てご応募ください。
※申込条件等につきましては、中面の金沢マラソン2019ボランティア募集要項でご確認ください。

エコロジーの観点から､スタッフウェア･キャップの再利用(リユース)を実施しております｡2018大会のボランティアに参加された方はス
タッフウェアとキャップの再利用(リユース)にご協力ください｡また､新規でボランティアに参加される方もスタッフウェアとキャップの保
管にご協力ください｡
※2017大会以前のスタッフウェアとキャップは使用できません。また、ウェアを廃棄された方、紛失された方にも再度新しいウェアと
キャップを配布いたしますので必要数を申込用紙にご記入ください。

スタッフウェア･キャップの再利用（リユース）について

New!　New!　

団体名やロゴマークをシールでPRできます(団体ボランティアのみ)｡ご希望される団体は､申込条件をご確認頂き､金沢マラソンボラン
ティアセンターまでお問い合わせください｡※シールの作成及び費用は各団体でご負担いただきます｡

〈申込条件〉
･30名以上で参加する団体ボランティア｡
･掲出箇所は支給するボランティアウェアの左袖部分とし､シールのみ掲出可｡
･シールサイズは縦10cm×横10cmの範囲内とし､事前にサンプルをボランティアセンターまで提出し､主催者から必ず許可を得てください｡
※協賛企業と競合する場合や､公序良俗に反すると主催者が判断した場合､掲出できないことがあります｡必ず事前にご相談ください｡

団体ボランティアシールの掲出

ボランティア優先抽選出場枠を使って次回大会に出場しよう！

金沢マラソンでは、より多くの方に金沢マラソンに参画いただき、より良い大会へ発展させていくため、今年からボランティアリーダーの
育成に取り組みます。ぜひご参加ください。
※申込条件等につきましては、中面の金沢マラソン2019ボランティア募集要項でご確認ください。

New!　New!　ボランティアリーダーになって金沢マラソンを盛り上げませんか？

大会ホームページにてボランティアのインターネット申し込みができるようになりましたのでぜひご利用ください。詳しくは大会ホーム
ページをご確認ください。

New!　New!　大会ホームページからボランティア登録ができるようになりました


