第 28 回星の郷八ヶ岳野辺山高原 100km ウルトラマラソン
ボランティア募集要項
日時

■2022 年 5 月 21 日（土）≪大会前日≫
13：00～17：00
■2022 年 5 月 22 日（日）≪大会当日≫
【①】 3：00～17：00 （途中休憩あり）

活動場所

【②】13：00～19：30

〃

【③】 3：00～19：30

〃

南牧村社会体育館・コース上
※新型コロナウイルス感染状況により変更になる可能性があります。ご了承ください。

募集人員

【前日】20 名

【当日】【①】50 名 【②】50 名 【③】50 名

募集期間

3 月 25 日（金）締切り ※先着順、定員に達し次第締切り

開催可否判断日

2 月 22 日（火）・3 月 22 日（火）・4 月 22 日（金）
※大会が中止になった場合、ボランティア活動はありません。
※この日以降でも、新型コロナウイルス感染状況により中止となる場合があります。

支給品

1. スタッフウェア
2. スタッフキャップ
※毎回使用している白いキャップです。お持ちの方はご持参ください。
3. スタッフ名札（要返却）
4. 食事

大会前日（21 日） 昼・夜 ※宿泊者のみ夕食を支給します。
大会当日（22 日）
【①】朝・昼【②】夜【③】朝・昼・夜
※いずれもお弁当予定

5. 交通費補助（一律￥3,000）
※バスツアーをご利用の方は、交通費補助 3,000 円をツアー料金に充てさせていた
だきます。
参加資格

1. 上記時間を通して活動できる方。【①】・【③】は朝 3 時から活動可能な方
≪前回大会(第 26 回)から募集における変更点≫
2. 国内在住者であること
3. 大会日の 1 カ月以内に海外への渡航歴がないこと
4. マラソン大会活動日の 2 週間前までに 2 回目のワクチン接種が完了している方
※詳細は 2 ページ目の「ワクチン接種について」をご参照ください。
5. PCR 検査の実施(大会側が手配の検査キットにて実施)
※詳細は 2 ページ目の「PCR 検査の実施について」をご参照ください。

備考

・遠方からの参加で 22 日（日）朝 3 時の集合が難しい方には、宿を用意します。
その場合、21 日（土）17 時までに南牧村社会体育館へ来場可能な方に限ります。
・21 日（土）のみの参加の方には宿の用意はありません。
・22 日（日）の活動は、ランナーとして出走する方はお申込みいただけません。

申込み方法

・SSCC ホームページよりお申込みください。
(3 ページに掲載の QR コードよりお申込み可能です。)
※インターネット環境が無い方はボランティアセンター（0463-70-6668）にご連
絡ください。
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※前日・当日の活動内容について
給水所（エイド）
、フィニッシュ管理などを持ち回りで担当していただきます。
会場準備等

前日のみ。のぼり旗の準備・設置、ポスター・PＯＰなどの掲出。

給水所（エイド）

会場またはコース上の給水所（エイド）の運用。
(給水・場所により補食物の提供)

フィニッシュ管理

ゴールした選手またはリタイアした選手の誘導。

※新型コロナウイルス感染状況により活動内容が大きく変更になる可能性があります。
※上記以外にも大会に関わる活動にあたっていただく場合がございます。予めご了承ください。
※活動当日には班長により、場所の移動や活動の詳しい説明を行います。
ボランティアの感

・ボランティア募集をするにあたり、当日皆さまに気持ちよく活動いただくためには防

染症対策について

疫対策が欠かせません。事務局としてもできる限りの対策を行い、準備を進めていき
ますが、新型コロナウイルスの感染状況によっては、活動内容の変更や開催可否判断
日の 4 月 22 日（金）以降に中止を判断することもあります。下記をご確認の上、
ご理解・ご賛同いただける方のボランティア応募をお待ちしております。
＜大会事務局として行う対策（予定）＞
1. ボランティア活動場所に応じて衛生手袋の配布
2. 会場での検温・手指除菌
3. 体調管理表の作成・配布及び当日のチェック
＜皆さまに行っていただきたい対策＞
1. 大会当日朝の検温及び体調管理表の提出
(ボランティア受付にて、記入表と引換にスタッフウェアを配布)
2. マスク・マイボトルの持参
※こちらからの配布はありません。必ず持参してください。
3. 他ボランティア・ランナーとのソーシャルディスタンスの確保・声がけ応援の自粛
4. 大会事務局が定めた大会要項、大会開催にあたっての大切なお知らせを必ず遵守して
ください。
※下記 QR コードより大会公式ホームページをご確認ください。

ワクチン接種
について

・本大会では、大会活動日の 2 週間前までに、「2 回目のワクチン接種」が完了してい
ることを「大会参加のための前提条件」とします。
※ワクチン接種の証明には、
「予防接種済証(臨時)」等またはワクチン接種を行ったこ
とが確認できるものをご用意ください。提示方法については改めてご連絡いたしま
す。

PCR 検 査 の 実 施
について

・PCR 検査の実施最終判断は感染状況などを踏まえ、3 月下旬ごろに行います。
検査を実施する場合、事務局側で手配させていただく PCR 検査キットにて検査を行
っていただきます。検査を実施する場合は、改めてご連絡いたします。

2

その他

① ボランティア活動時間中はボランティア参加者の方、全てを被保険者とする傷
害保険に加入しております。適用範囲は保険契約によって定められております。
主催者の指示などに従わなかった場合や、不適切な行動をとった場合などはそ
の適用が出来ない場合があります。
ただし、新型コロナウイルス感染症については、発症までに潜伏期間として数
日～2 週間前後と個人差があり、大会時に罹患したことの特定はできないため、
保険対象外となります。
② 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および関連
法令等を厳守し、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。
提出された各々の情報は、関連情報の通知、次回募集時の案内のほかに、
「主催
者から記載内容に関する確認の連絡に利用させていただくこと」、「傷害保険加
入のためにこの申込情報を保険会社に提出すること」をご了承ください。
③ ボランティア活動中の映像、写真、記事、記録等はテレビ、新聞、雑誌、イン
ターネット、次回大会ポスター、パンフレット、公式ホームページその他の媒
体に掲載されることがあります。ボランティア参加者は、申込みを行うことに
より大会参加中の映像等がこれらの媒体に掲載されることについて、予め承諾
したものとみなされます。

★バスツアーの詳細は、別紙をご参照ください。
【問い合わせ先】
特定非営利活動法人 湘南スポーツコミュニティセンター
〒259-0111 神奈川県中郡大磯町国府本郷 438 （株）ランナーズ・ウェルネス内
TEL：0463-70-6668 FAX：0463-70-6266

E-Mail: sscc@npo-sscc.com
ＨＰ：https://npo-sscc.com
担当：有賀
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５月２１日（土）
１３:００横浜出発
～
５月２２日（日）
２２:００横浜到着

ボランティアバスツアー詳細
大会会場までのアクセスでお悩みの方必見！ボランティア専用バスで会場入りができます。ボランティア活動は、
大会前日の準備から始まり、大会当日は、大会会場やコース上のエイドステーションでウルトラランナーを支えます。
思う存分、ウルトラマラソンのボランティアを楽しめます。
『日本三選 星の名所 野辺山高原』で、フルマラソンを超える感動をあなたに！
※皆さまが安心してバスツアーに参加できるよう、感染症対策に取り組み運行します。
裏面【バスツアーにおける感染症対策について】をご確認の上、お申し込みください。

■参加費 2,000円 (バスツアー料金5,000円 − 交通費補助3,000円)
※会場到着後、ボランティア受付にてお支払いください。
食事は、21日(土)夜、22日(日)朝・昼・夜を支給、宿も事務局で手配します。
交通費補助3,000円をバスツアーに充てさせていただくため、ご負担額は2,000円となります。

■定員 45名（先着順）
※最少催行人員は20名とし、
20名以下の場合は催行いたしません。

■行程 (予定)

【旅行企画・実施】
富士急トラベル(株)富士吉田支店
ＴＥＬ 0555-22-5551
旅行業務取扱管理者 桑原 誠
※お申し込みの前に必ず旅行業約款内の旅行条件書(受
注型企画旅行)を当社ホームページにてお読みください。

5月21日（土）
13:00横浜駅周辺出発 --- 17:00会場到着

– 宿へ移動（夕食・入浴・就寝）

5月22日（日）
2:00宿出発 – 会場へ移動 --- 3:00活動開始 --- 5:00大会スタート --- （朝食） --【以降、適宜休憩・昼食を取りながら、会場班・コース班に分かれ活動】
18:20活動終了 --- 18:30会場出発 --- 22:00 横浜駅周辺到着

バスツアーにおける感染症対策について
富士急トラベル企画・実施のツアーでは、当面の間「安全・安心」にご利用いただくため、
下記の感染予防策を講じています。
又「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン」に準拠した募集型企画旅行を企画・実施いたします。
下記内記載事項をご確認ご了承の上、ご参加いただきますようお願い申し上げます。
◆オゾン(O3)消毒・消臭
◆車内換気
外気導入により約5分で空気が入れ替わる工夫をしています。 最新のオゾン発生装置を導入、出庫前夜にバス内で高濃度の
オゾンを発生させることでウイルスを不活性化させます。

◆空気浄化エアコン搭載
溶菌酵素の作用により、フィルタに捕集された細菌や微生物を
死滅させ、車内の二次汚染を防ぎます。

◆営業所・従業員による感染予防対策について

◆乗務員・受付係員による感染予防対策について

【富士急トラベル企画・実施のツアーをご利用いただくお客様へのお願い】
□マスク持参着用と咳エチケットへのご協力をお願い致します。
□当日はご自宅で検温をしてきていただき、体調をご確認のうえご参加ください。
バスご乗車の際、非接触型体温計による検温をする場合がございますので、ご協力をお願い致します。
(37.5度以上のお客様には、ご参加をご遠慮いただきます。)
□ご乗車時等、手指の消毒をお願い致します。
富士急トラベル
□車内での飲食はできるだけ避け、飲酒や大きな声での会話は、できるだけお控えください。
ホームページ
□ゴミの持ち帰りについてもご協力をお願い致します。
□旅行の途中でも体調がすぐれない時には、速やかに添乗員又は乗務員にご申告頂くようお願い致します。
症状により途中で旅行を離団していただく場合もございますが、その場合のご旅行代金の返金はございません。
又ご自宅までの交通費はお客様のご負担となりますので、予めご了承いただけますようお願い致します。

