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杉並チャリティー・ウォーク 2017 実施報告書 
2017 年 12 月 

杉並チャリティー・ウォーク 2017 実行委員会 

NPO 法人 未来をつなぐ子ども資金 

 

1. 実施概要 
【開催日時】 2017/5/21 １１時スタート ゴール１５時まで 

【開催場所】 コース（約６キロ）高円寺南口 高円寺中央公園スタート→プロフェッ

ショナルパーカッション→高円寺障害者交流館→長仙寺→馬橋公園→座

すごろくや→高円寺中央公園ゴール 

【 主催 】 NPO 法人 未来をつなぐ子ども資金 

【 共催 】 社会福祉法人杉並区社会福祉協議会 

【 後援 】 杉並区 杉並区教育委員会 杉並区立中学校ＰＴＡ協議会 杉並区立小

学校ＰＴＡ連合協議会 

【企画・運営】 杉並チャリティー・ウォーク２０１７実行委員会 

実行委員長：東 彼方 他実行委員 23 名 

当日運営ボランティア 149 名 

 

2. 開催概要 
l 杉並チャリティー・ウォークは、まちを楽しく歩くことが社会貢献になる市民参加型

の社会貢献イベント。 

l 参加者は、参加費 500 円を支払い、杉並区内の指定コースをチェックポイントを巡り

ながらウォーキングをする。参加費全額はチャリティー資金として集め、子どもたち

の健全育成や社会教育活動を行っている団体に助成し支援する。 

l 杉並チャリティー・ウォーク 2017 を企画・運営する委員会は企業、行政、市民（ボ

ランティア）が参画し、組織されている。 

l 実行委員は全てボランティア。アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.、

岩崎通信機株式会社からの実行委員を含め実行委員は約２５名構成。 

 

3. 実施結果サマリー 
参加者等 

 

  

ウォーカー参加者 当日ボランティア スタッフ 計 チャリティー合計

685 149 24 858 ¥362,830

事業等チャリティー金額 金額
杉並チャリティー・ウォーク参加費 ¥305,900
チャリティ古本市 ¥31,606
長仙寺　野点 ¥12,600
感謝の会剰余金 ¥7,724
SC W 講演料 ¥5,000

合計 ¥362,830
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参加者区分 

 

 

 

4. 広報（チラシ・ポスター） 

 

 

5. 広報（マスコミ・PR 等） 
l 広報すぎなみ(2017/5/1 号) 

l ぼらんて（杉並社会福祉協議会広報４月号） 

l 高円寺地域 

l 杉並区協働情報誌「今日ＤＯ！」6月発行号 vol.17 

 

6. 参加者アンケート結果 
通行手形引換券に記載のアンケートの結果は以下の通り 

 

  

参加者区分

小学生以下 大人

scw2017チラシ配布一覧 備考

区施設 ２１５箇所 各３０部＋α 9,530 区施設、ゆうゆう館、保育園他

区立小学校 ４６校 児童生徒数 22,700

助成団体 １７団体 各３０部 510

その他 2,200

チラシ合計 34,940

scw2017ポスター配布一覧 備考
区施設 ２１５箇所 各１部 215 区施設、ゆうゆう館、保育園他
関東バス 営業所管内の関東バス車内 250
区立小学校 ４１校 各2部 82
その他 20

ポスター合計 567

配布数

配布数
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① 参加者年齢区分 

 

② 調査結果（１）：「何でこのイベントを知ったか？」 

 

③ 調査結果（２）：「何回めの参加か？」 

 

0

50

100

150

200

250

�����

0
20
40
60
80

100
120
140
160

参加の動機

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 

1	回目 2	回目 3	回目 4	回目 5	回目 6	回目 7	回目 8	回目 10	回目 13	回目 15	回目 17	回目

参加回数



4 
 

 

7. 参加者、スタッフの声 
参加者の声 

� 仲間と一緒に楽しくチャリティができるところがよいです。 

� 毎年参加させて頂いていますが、とっても良い運動になります。 

� こどもが楽しめるポイントがいくつもあって助かりました！ 

� 初めての参加で高円寺も初めて来ました。商店街を歩きましたが、小さいお店、café、服屋

さん、沢山ありびっくりしました。良い機会になりました。炎天下の中、スタッフの方々も

大変だなぁと思いました。 

� あつい中スタッフの方おつかれさまでした。ずっと笑顔ですごいです。 

� 大変意義深いと思います。続けてください。 

� お疲れ様でした。とても素晴らしいと思います。母も喜んでいました。もっと多くの人に知

らせたいです。 

� 足湯があったので、途中で疲れが取れ、その後頑張れた。 

� 路上のスタッフの皆さんが、親切に対応してくれた。 

� サイケデリーさんに会えて良かったです。 

� 我家の毎年の恒例行事になりました。今後も継続してください。 

� 楽しくあるけました。らい年もやりたいです。 

� もっと面白いチェックポイントを増やしてください。 

� 未就学児には距離が長すぎる。 

� 毎年コースを変えていただけると楽しめると思います。 

� できればもう少し早い時間からやってもらいたい。日中暑すぎるので子供の熱中症が気にな

ります。 

� もう少し目印がほしい。お菓子のつかみ取りがどこかわからずできなかった。 

 

スタッフの声 

� 全体的に参加者が混乱することなく、事故もなく、一日を通してく楽しそうに参加されてい

たので、非常に良かったと思います。 

� （周回コースだったため）ゴールの準備ができる前にゴールしてしまう方がいた。 

� 暑い日だったので、水を冷やしてお渡しするのはグッドアイデアだった。 

� 全体的にポイント毎に楽しめる企画がバリエーション豊富で良かったのではないか。 

� （ゲームは）最後の方ではお母さんも一緒に楽しそうにあそんでもらえました。子供だけじ

ゃなく、親子で遊んで楽しんでもらえたので、もっとお父さんお母さんに呼び掛けてもよか

ったなと思いました。 

� (野点は) 暑さのためアイス甘茶のほうが多く出ましたが、抹茶を頼まれる方は「こんな機会

でないとなかなか頂かないので」とおっしゃっていたのが印象的でした。 

� ミニプレーパークは、親子連れの７〜８割が寄って行き、傘袋ロケットをうれしそうに持ち

帰る姿が見られた。 

� ゆるキャラで写真ができる事がよかった。ゆるキャラの中の方はきつかったのではないか。 

� QR コード企画は良かった。皆に情報を伝えられる。 

� プレミアムウォーク参加者が到着時に「楽しかったぁ」と言うのを聞いて嬉しかった。参加

者用のトランシーバは、「解説がよく耳に届いてよかった」と好評だった。 

� プレミアムウォークよかった。新しく、実行委員のモチベにもなる。 

� （アンケートの）回収率は（幼児も母数に含めて）約６割の高率。快くアンケートに回答し

て下さったのは、参加者が満足していたことの表れとも思う。 

� 終了後のボランティアの方々によるふり返りの会がとてもよかった。各チェックポイントの

リーダーが参加できるとよりよい会になったのではないか。 
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8. 協賛品⼀覧 
l 企業・団体より提供された協賛品は以下の通り。 

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc. 

1 ベンダー（ホテルやエアライン）などのロゴ入りボールペン 

2 ベンダー（ホテルやエアライン）などのロゴ入りノート（リングノート） 

3 ベンダー（ホテルやエアライン）などのロゴ入りノート（メモパッド） 

4 SBS ブックマーカー (ACT-1-537) 

5 SBS Gold ポストイット (ACT-1-538)、 SBS Green ポストイット (ACT-1-539) 

6 SBS Gold & Green （各種）ネームタグ (ACT-1-596, 597) 

7 SBS セレモニーケース (ACT-1-549) 

8 SBS 3 段小物入れ (ACT-1-550) 

9 SBS A5 ﾒﾓパッド (ACT-1-551) 

10 Amex バゲージタグ (Green / Gold / SBS Gold) 

11 LEUCHTTURM1917 ノートブック  

12 ニーモシネ ビジネスホルダー 

13 ストレスフリーセット （スリッパ＆アイマスク） 

14 トートバック (グリーン） 

15 トートバック (ブラック） 

16 トラベル用デジタルクロック 

17 FSI-GA003  FSI-GA ソーラーチャージャー 

18 FSI-GA008  FSI-GA 紙袋入りメモ 

ケンコーマヨネーズ株式会社 

1 ドレッシング小袋 

丸美屋食品工業株式会社 

1 レトルト食品 

生活協同組合コープみらい 

1 チラシ 

2 ペン 

3 リングフォルダー付き文具 

杉並区産業振興センター 

1 サイケデリーさんのレトルトカレー 

生活協同組合・消費者住宅センター 

1 割り箸、チラシ、ハンカチ（同一袋封入済み） 

関東三菱自動車販売株式会社 

トリンブルパートナーズ関東株式会社 

1 各種景品 

すごろくや   

1 カードゲーム（ナンジャモンジャ 白 (１個 1400 円)） 
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9. 協賛⾦⼀覧 
l 企業・団体からの協賛金は以下の通り。  総計￥480,000 

     

10. 収⽀報告 2017/8/15 まで 

 

協賛企業団体名 金額
国際ロータリー第2750地区東京西南ロータリークラブ 50,000

岩崎通信機株式会社 50,000

関東バス株式会社 50,000

ケンコーマヨネーズ株式会社 30,000

国際ロータリー第2750地区東京杉並ロータリークラブ 30,000

奥村登記測量事務所 30,000

生活協同組合コープみらい 50,000

東京土地家屋調査士会　杉並支部 50,000

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc. 50,000

杉並区専修学校各種学校協会 10,000

オフィス・アン株式会社 50,000

生活協同組合・消費者住宅センター 10,000

個人 20,000
合計 480,000

2017予算 2017暫定実績

収入　合計 522,000 480,946

協賛金合計 570,000 480,000
法人負担 -48,000 946

支出　合計 522,000 480,946

印刷費 ポスターチラシ印刷 170,000 150,000
イラスト作成（斎藤さん） 50,000 45,000
大判印刷・リソグラフ（ボラセン） 12,000 10,570

プリントパック通行手形 15,000 12,218

備品費 レンタル（机・テント） 180,000 137,376
会場借料 会議室使用料 5,000 10,100
通信費 切手代他 5,000 2,040

報告書ほか郵送 3,720
感謝の会送付用ハガキ 5,606

消耗品費 モノタロ・文具他 10,000 10,028
封筒・島忠 1,522
消耗品CP4プレパーク 2,370
景品（ゴールスマイルハート） 2,526
ウェットティシュ 747
文具・カラーコピー（東） 4,112
紙類（ボラセンへ送付） 5,775
カラー印刷（7-11） 300
油性ペン 2,568

クリーニング費 スタッフベスト 25,000 21,708
保険料 参加者保険 30,000 31,860
出演料 サイケデリーさん 10,000 10,000

ボランティア用 炭酸飲料 10,000 10,800
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11. イベントの写真 

 

◎スタート・受付

◎チェックポイント・コース

◎ゴール・お楽しみ抽選・イベント

杉並チャリティー・ウォーク 2017 実施報告　平成２９年５月２１日開催杉並チャリティー・ウォーク 2017 実施報告　平成２９年５月２１日開催
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12. 総括 
� 当日は光化学スモッグ注意報が発令されるほどの炎天下であったが、事故なく参加者に楽し

んでいだたけた。 

� 今年は、昨年とほぼ同じＪＲ高円寺駅周辺のコースとしたため、本イベントに関する商店会

の認知は高まっていたように感じる。 

� 実行委員のモチベーションが高く、企画・運営とも例年以上に充実したチャリティー・ウォ

ークとなった。 

� プレミアムウォーク、ＱＲコード企画、参加者アンケート、ボランティア振り返り会、感謝

の会など新しい試みが多数実施できた。改善点を意識しながら、来年のチャリティー・ウォ

ークに活かしたい。 

� アンケートによると「チャリティー」の意義を認識して参加していただいた方もおられたよ

うだが、参加費がどのようなボランティア活動に助成されているかの理解はまだ十分でない

と思われる。参加費の使われ方がわかれば参加者に善意の循環を実感していただけるので、

これからも工夫を重ねてゆきたい。 

 

13. 過去実績 

 
 
l 特定非営利活動法人未来をつなぐ子ども資金は、助成先を決定する公開選考会を開催

し、第 1回以来、総額 6,112,700 円を延べ 86 団体に資金助成しています。 
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