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いわて奥州きらめきマラソン スピンオフイベント 開催要項 

園内を走ってみよう えさし藤原の郷 run ラン! らん♪ 

（2021.6.3改訂） 

  
１ 目的  2021年５月16日に開催予定であった第５回大会が中止となり、次回開催されるいわて

奥州きらめきマラソンに向けて、大会関係者のご協力をいただき、きらめきマラソン

を風化させないために、ランナーの参加意識の高揚を図ること、園内の景色を楽し

みながら走ることを目的とする。 

（きらめきマラソンスピンオフの名を冠したファンランのイベント） 

 

２ 主催  歴史公園えさし藤原の郷、いわて奥州きらめきマラソン実行委員会、奥州市 

 

３ 後援  2020スポニチいわて奥州きらめきマラソン スポンサー（後援依頼） 

      ※後援者の一覧（スポンサーリスト）を参加者に配付 

 

４ 会場 歴史公園えさし藤原の郷（奥州市江刺岩谷堂字小名丸） 

 

５ イベント内容 

(1) 予備体操・ラジオ体操（講師 奥州市スポーツ推進委員） 

(2) ファンラン 一周 約２km ※えさし藤原の郷園内特設コース 

(3) 幻となった2020大会公式グッズが当たる抽選会 

   大会特製鋳物メダル20個（銀・銅 各10個）   敗者復活戦…第４回Ｔシャツ10着 

(4) 大会への応援メッセージ記入 ※大会公式ホームページ等で活用 

(5) 過去大会のポスター等の展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 開催日時 令和３年６月13日（日）※小雨決行 

  ※えさし藤原の郷への入場に際しては、参加者はゼッケンにより再入場可能 

  ※雨天時は開会式などの一部イベントをえさし藤原の郷ロケーションベースで行う場合が 

あります。その場合は、施設内の換気を行いながら実施します。 

 

＜イベントスケジュール＞  

午前７時30分～８時10分 受付（入場ゲート） 

午前８時15分 開会式（舞楽殿前 陸上競技協会あいさつ、えさし藤原の郷あいさつ） 

午前８時30分 体操（奥州市スポーツ推進委員） 

午前８時50分 ファンランスタート （第一ウェーブスタート 中学生・高校生） 

午前８時55分 ファンランスタート （第二ウェーブスタート 小学生・親子） 

＜イベントの一部縮小・変更について＞ 

・当初予定していた大会アンバサダートークショー・記念写真撮影については、那須川

アンバサダーの参加見送りに伴い、またイベント参加者が特定の場所へ滞留する時間を

低減させることで感染防止対策とするため、開催を見送ることとする 

・会場において過去大会のポスター、大会パンフレット等の展示を行う 



2 

 

午前９時00分 ファンランスタート （第三ウェーブスタート 一般） 

       えさし藤原の郷園内 舞楽殿前（スタート）→見返り坂→北郭→ 

清衡館（給水。容器は持ち帰り）→炎坂→城柵ゾーン→金色堂→ 

伽羅御所→町並み→イベント広場（ゴール） 

※幕間を利用して、大会への応援メッセージ記入 

午前９時30分 2020大会公式グッズ抽選会（政庁前） 

午前10時00分 閉会予定 

 

＜雨天時スケジュール＞  

午前７時30分～８時10分 受付（入場ゲート⇒ロケーションベース（以下ＬＢ）） 

午前８時15分 開会式（ＬＢ 陸上競技協会あいさつ、えさし藤原の郷あいさつ） 

午前８時30分 体操（奥州市スポーツ推進委員） 

午前８時40分 ＬＢ⇒スタート地点へ移動（10分前からウェーブスタートごとに繰り出し） 

午前８時50分 ファンランスタート （第一ウェーブスタート 中学生・高校生） 

午前８時55分 ファンランスタート （第二ウェーブスタート 小学生・親子） 

午前９時00分 ファンランスタート （第三ウェーブスタート 一般） 

       えさし藤原の郷園内 舞楽殿前（スタート）→見返り坂→北郭→ 

清衡館（給水。容器は持ち帰り）→炎坂→城柵ゾーン→金色堂→ 

伽羅御所→町並み→イベント広場（ゴール）⇒ＬＢへ移動 

※幕間を利用して、ＬＢにて大会への応援メッセージ記入 

午前９時30分 2020大会公式グッズ抽選会（ＬＢ） 

午前10時00分 閉会予定 

 

７ 対象 幼稚園年中児以上(奥州市以外に在住の方も可) 

※幼稚園年中児・年長児に該当する年齢の幼児は保護者と一緒に走る（親子の部）。 

※ファンラン時以外は各自、マスク着用のうえご参加ください。 

 

８ 参加定員 140人 ※先着順、応援者を含みます 

参加者＝ファンランへの参加を含めイベント全てに参加する方 

応援者＝ファンランは行わないもののランナーの応援、園内の散策などで参加さ

れる方で、ファンランを除くイベントに参加できる方。 

 

９ 参加料 参加者、応援者とも中学生以上400円 小学生以下200円 

当日の受付の際に徴収します。 

 

10 イベント運営ボランティアの募集 

      イベント運営にかかり、ボランティアスタッフを募集します 

      募集人員 10人 （定員に達し次第締め切り） 

      募集用件 会場に集合・解散でき、午前７：00～11：30の間従事。以下の業務に自

身で対応できる18歳以上の岩手県内居住者（ただし高校生は除く） 

      業務内容 ・参加受付時の検温、チェックシートの受付等受付補助 

           ・給水所の設置及び運営、応援 

           ・三密回避のための参加者の誘導、コース誘導  等 

      ※ボランティアの応募については別紙様式により市実行委員会に直接申込を 

お願いします 
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      ※ボランティアでの参加は入園料無料とします（再入場不可） 

      ※ボランティアで参加いただく方には大会ボランティアＴシャツとのぼり旗（第 

４回大会）を応援用記念品として差し上げます 

 

11 申込期間 令和３年４月10日（土）～５月31日（月）午後５時  

 

12 参加賞 （１）スピンオフイベント特製ゼッケン  

※当日の検温の実施など、イベント参加者としての識別品を兼ねます。参加者（フ

ァンランで走る方と、その応援者）イベント中は常時着用をお願いします。 

※参加者の氏名を印字します。シールタイプのゼッケンとなります。衣服に貼る、

安全ピン(希望者に配付)で衣服に留める等により装着願います。 

※応援者にもゼッケンを配付しますので、着用をお願いします。氏名の印字のない

ゼッケンとなります。 

※参加者及び応援者（ゼッケン所有者）にはイベント当日のえさし藤原の郷売店利

用料割引を展開いたします。 

（２）きらめきマラソン公式グッズ（第４回大会タオル、第３回大会Ｔシャツ） 

※Ｔシャツについては、在庫限りとなるためサイズは主催者にお任せください 

（３）スポーツドリンク（給水所にて参加者（ランナー）のみ配付） 

（４）えさしクリーンパーク無料優待券（優待券有効期限2021.8.31） 

 

      ※抽選会景品・・・抽選は参加者、応援者とも抽選の権利があります。Ｔシャツに

ついては、在庫限りとなるためサイズは主催者にお任せください。大会特製鋳物メ

ダルの色についても選択できない場合がありますのでご了承ください。 

 

13 告知媒体  えさし藤原の郷ホームページ、えさし藤原の郷かわら版（令和３年４月発行）、

いわて奥州きらめきマラソン公式ホームページ、いわて奥州きらめきマラソン公

式ＳＮＳ、奥州市ホームページ、広報おうしゅう（令和３年４月８日本号）、奥

州ＦＭ、えさしわいわいテレビ、新聞各社マスコミリリース 

 

14 注意事項 

・新型コロナウイルス感染症予防のため、来場時のマスク着用、手指消毒をお願いします。

また、新型コロナウイルス感染状況により、イベントが中止となる場合がありますので、

予めご留意願います。 

・参加者、応援者、イベントスタッフ（ボランティア含む）を含め総勢200名程度の規模の

イベントを想定しています。 

・園内の景色を眺めながら楽しく走ることを目的とします。（競技ではありません） 

・イベント当日に会場に到着した際は、歴史公園えさし藤原の郷入場ゲートで受付をしてく

ださい。他のマラソン大会のような受付ハガキの事前送付はいたしません。 

・雨天決行ですが、台風等の悪天候や自然災害に際して、中止する場合があります。その場

合はきらめきマラソンホームページで告知します。 

   いわて奥州きらめきマラソン大会ホームページ https://oshukirameki.jp/ 

・大会に参加するにあたり、走行に伴う危険性を認識したうえ参加ください。また、イベン

ト中は主催者の指示に従ってください。競技中の事故については、応急処置のみ主催者側

で行いますが、その責任は一切負いません。参加される方自身やご家族の健康管理には自

分で責任をもって参加してください。また、イベント当日体調が悪い場合は、参加を辞退
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してください。 

・応援については新型コロナウイルス飛沫感染防止の観点から、大声を挙げず、拍手、手や

タオルを振る等によりお願いします。 

・本イベント中の映像、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。 

 

15 申し込み先、問い合わせ先 

  参加申し込みについては、一般参加（応援者も含む）は歴史公園えさし藤原の郷、ボラン

ティアでの参加はいわて奥州きらめきマラソン実行委員会事務局へお申し込みください。 

  なお、参加者及び運営ボランティアが定員に達した場合は、それぞれのホームページにて

告知します。 

 

〇参加申し込み ⇒歴史公園えさし藤原の郷へ 

歴史公園えさし藤原の郷公式ホームページ内専用予約フォームよりお申込みください。 

電話 0197-35-7791  午前10時～午後５時 

歴史公園えさし藤原の郷ホームページ https://www.fujiwaranosato.com/ 

〒023-1101 奥州市江刺岩谷堂字小名丸86-1 

   

〇運営ボランティア申し込み ⇒いわて奥州きらめきマラソン実行委員会事務局へ 

運営ボランティアスタッフ申込書を電子メール、ファクシミリ、郵送でご提出ください。 

〒023-1192 岩手県奥州市江刺大通り１番８号 江刺総合支所 生涯学習スポーツ課内 

電話 0197-34-2498（土日・祝祭日を除く 8：30～17：15） 

ファクシミリ 0197-35-7466 

電子メールアドレス oshukirameki@city.oshu.iwate.jp 

いわて奥州きらめきマラソン大会ホームページ https://oshukirameki.jp/ 

運営ボランティアスタッフ申込書及び体調チェックリストを大会ホームページ上で 

ダウンロードできます。  
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園内を走ってみよう えさし藤原の郷 run ラン! らん♪ 
運営ボランティアスタッフ申込書 

 

いわて奥州きらめきマラソン実行委員会事務局 宛 

（〒023-1192 岩手県奥州市江刺大通り１番８号 江刺総合支所 生涯学習スポーツ課内） 

TEL 0197-34-2498  FAX 0197-35-7466 

oshukirameki@city.oshu.iwate.jp 

 

 

令和３年６月13日（日） えさし藤原の郷で開催される標記イベントのボランティアスタッ

フとして下記のとおり申し込みます。 

ボランティアスタッフに従事される方に関する情報 

フリガナ  ※未成年者の 

場合は 

保護者氏名 

 

参加者氏名  

性 別 男 性 ・ 女 性 年齢（令和３年

６月13日現在） 

      才 

住 所 岩手県 

電話番号  電子メール 

アドレス 

 

Ｔシャツ 

サイズ 

Ｌ ・ ＸＸＬ   ※以下を参照のこと 

 ※未成年の方については、事前に保護者の承諾を得て申し込みをお願いします。 

 

活動日時  令和３年６月13日（日） ＡＭ７：00～ＡＭ11：30（予定） 

      活動内容については、以下に示す内容で実行委員会事務局より指示をします。 

 

活動内容  実行委員会事務局及び歴史公園えさし藤原の郷のスタッフの指示により、上述の時間に、

以下の活動内容に従事していただきます。また、活動前に別紙「ボランティアスタッフ体調チェックリ

スト（当日提出用）」をご提出いただきますので事前に行動の記録等をお願いします 

（1）受付補助（検温・舞楽殿への会場誘導） 

（ 2）給水所の設置、藤原の郷園内のコース誘導、応援（拍手、応援物品の掲出） 

（3）イベント時の参加者誘導（政庁での着席誘導、三密回避） 

（4）会場撤去作業補助（イス・カラーコーン等撤去） 

支給するＴシャツを識別品として着用いただきますので、軽作業のできる服装でお越しください。 

会場となるえさし藤原の郷の入場門前に直接お集まりいただきます。解散の指示がありましたら、各

自ご帰宅願います。食事の提供・報酬の支給はありません。 

 

Ｔシャツサイズについて  変更の申し出はお受けできませんのでご了承ください 

（肩幅） Ｌ 約41センチ ／ ＸＸＬ 約47センチ 

（丈）  Ｌ 約70センチ ／ ＸＸＬ 約76センチ 

（幅）  Ｌ 約52センチ ／ ＸＸＬ 約58センチ 
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ボランティアスタッフ体調チェックリスト（当日提出用） 
 
本チェックシートは新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、参加スタッフの健康状態を確認することを目的と

しています。本チェックリストに記入いただいた個人情報については、厳正なる管理のもとに保管し、健康状態の把握、

来場可否の判断および必要なご連絡のためにのみ利用します。また、個人情報保護法等の法令において認められる場合を

除き、ご本人の同意を得ずに第三者に提供いたしません。ただし、イベント会場において感染症患者またはその疑いのあ

る方が発見された場合に必要な範囲で保健所等に提供することがあります。 

●イベント二週間前から行動記録（体温、体調、主な滞在先）を取り、会場受付など主催者の指示に従い所定の場所に

提出すること。 

●提出前に以下の項目について確認すること。体温以外はチェック欄に該当しない場合は✔を入れ、該当する場合は〇を

記入することとし、〇が一つでもある場合は参加を見合わせること。 

 

ボランティアスタッフに従事される方に関する情報 

フリガナ  ※未成年者の 

場合は 

保護者氏名 

 

参加者氏名  

性別 男 性 ・ 女 性 年齢（令和３年

６月13日現在） 

      才 

住所 岩手県 

電話番号  

 

チェック 項  目 

℃ 

イベント当日（６月 13 日）の体温を測定してください 

  イベント当日、マスクを持参していない 

  体調がよくない（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある） 

  同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる 

  過去２週間以内に、平熱を超える発熱があった（おおむね３７度５分以上） 

  過去２週間以内に、咳（せき）、のどの痛みなどの風邪のような症状があった 

  過去２週間以内に、だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）があった 

  過去２週間以内に、嗅覚や味覚の異常があった 

  過去２週間以内に、体が重く感じること、疲れやすいことがあった 

  

過去２週間以内に、新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の可

能性があった 

 

過去２週間以内に、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 

  
過去２週間の行動記録（体温、主な滞在先等）を取っていない 

 


