第24 回

行橋～別府100キロウォーク

スタッフ募集

申込期限

８月10日（水）

令和4年（2022年） 第24回 行橋～別府100キロウォークのスタッフを募集致します。この大会は多くのスタッフやボランティア、協力者
の方々に支えられて開かれます。スタッフの任務は長時間にわたり、深夜の時間帯もあり、決してラクなお仕事ではございませんが、
どうぞよろしくお願い申し上げます。 ●（別紙「新型コロナ感染予防申込時規約」を確認された上でお申込をお願いします。）

・ スタッフお申込は下表の地点毎の時間を参考にしてご検討下さい。お一人で複数地点のスタッフをすることもできます。
・ 弁当等は用意をさせて頂きますが、交通費や燃料費の支給はございませんので、ご了承ください。
・ 現地までの交通手段は各自でご検討下さい。また、地点間の移動交通手段は相談をさせて頂きます。
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スタート （受付・手荷物・場外・場内・整列）
１CP中津 36.0ｋ （ﾘﾀｲｱ受付・案内・場外・お接待）

午後
10 11 12 13 14 15 16

7：00～14：30（7.5時間）

150

14：00～23：00（9時間）

50

19-1:00（6時間）

5
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ウェスト宇佐店 45.9ｋ（ﾘﾀｲｱ受付・案内）
２CP宇佐 61.6ｋ （ﾘﾀｲｱ受付・車監視・案内・お接待）
七曲り 78.5ｋ （ﾘﾀｲｱ係・ﾊﾞﾅﾅ）

募集
人数

前半 20：30-5：00（8.5時間） 後半 4：30-10：00（5.5時間） 20/20

３CP日出 87.5ｋ （ﾘﾀｲｱ受付・車監視・案内・お接待）

前半 21：00-5：30（8.5時間） 後半 5：00-12：30（7.5時間） 25/25
14：30～17：30（3時間）
別府中央小学校体育館
40

ｺﾞｰﾙ手荷物下ろし ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ゴール （ｺﾞｰﾙ・完歩証・体育館）
●前々日受付
●前日受付
●前日設営

前半 22：00-9：00（11時間） 後半 8：30-16：30（8時間） 60/80

10/6（木）（11：30-19：30） ゼビオ小倉東ｲﾝﾀｰ店 25名
10/7（金）（11：30-17：30）正八幡宮 20名（受付・後方・駐車場）
10/7（金）（11：30-17：30）正八幡宮 20名(幟旗・横断幕・ｺｰﾝ）

ウォーカー
ボランティア

●スタート

50名 （7:00～白11:00 / 黄・青7～11:30）
40名 （8：00迄にゴールできる方）

●看護師（ｽﾀｰﾄ、中津、日出） 若干名
●救護車

ウォーキング
ボランティア

●ゴール後半

10/8 17:00～翌15:30 4名

●写真班 （応相談） 若干名
●クリーンキーパー（歩行中）
●最後尾（資格審査あり）

30名
4名

●ゴール前半・日出前半など夜間のお務め・看護師・救護車のお申込は有難いです。
●スタッフの申込方法 ①郵送 ②ご持参
●スタッフ配置・役割案等の資料お届け 9月中旬予定
●スタッフ説明会 9月17日（土）14-17時（変更になるかもしれません）
※スタッフの特典 ： スタッフの方は次回大会の参加優先ﾎﾟｲﾝﾄが付きます。ボランティアの方には半ﾎﾟｲﾝﾄが付きます。
（切り取り線）

令和4年（2022年）

（郵便・ご持参用 ）

申込期限 8月10日（水）

スタッフ申込書

第24回 行橋～別府100キロウォーク

（ □ W ボランティア ）

【宛先】 〒802-0821 北九州市小倉南区横代北町2-5-28 ㈱新光機器 100ｷﾛｳｫｰｸ係
TEL 093-961-2612 FAX 093-961-1170 Eﾒｰﾙ yb@yb100.jp
誓約書
かな

一切の事故と体調管理は自己責任としてスタッフ、またはボランティアに参加することを誓います。
完歩
男 生 年令
才 ｽﾀｯﾌ ﾎﾞﾗﾝﾃｨ ｳｫｰｸ

氏
名
〒

印

・
女

年
西暦
月
日

回数
回数
年

月

日

ｱ回数

回

回

Tシャツサイズ （男性ｻｲｽﾞです）

回数

回数

( SS S M L LL 3L 5L)
回

回

住
所

感想文集送付先（大型郵便物なので不在時は受け取れません。いつでも受け取れる所。（勤務先・様方・気付 をお忘れなく）
〒（
）
□上記住所に送付
携帯
電話
勤務先/
学校学年

自宅
電話

会社
電話
当日使用できる
車種名（何人乗）

希望する地点（七曲り以降は 「前半・後半・どちらでも・全て」 のいずれかをご指定下さい。）

（参加コメント）

人乗

●特に希望地点がない場合、スタッフ任務が出
来る時間をご指示頂き「おまかせ」して頂けると
助かります。夜間及び複数地点申込歓迎。

「新型コロナ感染予防申込規約」

令和3年(2021年）

第23回 行橋-別府100キロウォーク

⑴ 参加資格
・基本的に家を出てから終了後帰宅まで、コロナ感染防止対策を自己完結できる方がお申込をお願いします。
・65歳以上、及び持病者は、コロナに感染した場合、重症化するリスクが高い旨を認識した上でお申込をお願いします。
⑵ 大会開催の条件
・福岡県及び大分県に緊急事態宣言が出ていない事。
・緊急時の後方支援病院がある事。
・自治体からイベントの開催が認められている事。
⑶ コロナ感染症対策の基本指針
・すべての関係者の9日前からの体調をチェックし、体調不良者の参加を防ぎます。
・会場では検温を実施し、発熱者の入場を防ぎます。
・マスク着用、手指消毒、3密の回避の徹底を図り感染予防に努めます。
・大声での会話や握手等の接触を規制し、感染予防に努めます。
・会場、競技中に発熱や症状が発生した場合には、大会医師と後方支援病院との連携で対処します。病院への搬送が必
要な場合は、スタッフ又は関係者が搬送し、119番救急車に依頼する場合もあります。

⑷ 大会前
・開催前の2週間に、以下の事項に該当する場合には、参加を見合わせて下さい。
37.5度以上の熱がある場合
強い倦怠感や息苦しさがある場合
咳・痰がある場合、のどの痛みなどの症状がある場合
味覚・臭覚に異常を感じる場合
糖尿病などの基礎疾患があり、体調に不安のある場合
家族や同居人、身近な人に発熱があったり、感染が疑われる場合
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、地域への渡航又は濃厚接触がある場合
参加者とその家族及び同居人が感染拡大している地域や国に訪問した場合
お住まいの都道府県が緊急事態宣言又は県外活動の自粛等の対象となった場合
・大会前9日間の体温・体調チェック表を付け、当日受付に提出して下さい。
⑸ 大会当日 （「新型コロナ感染症対策マニュアル」から抜粋）
・大会当日は、他の参加者等の安全を守るためにも、体調不良の方は参加をご遠慮ください。また、主催者が求める感染
防止対策にご協力をお願いします。
・参加者、スタッフ、関係者等すべての方は入場前に検温をします。
・検温の目印となるリストバンドを受取り、終了する迄着けて下さい。リストバンドをしていない方は検温していただきます。
・常にマスクを着用し、設置している手指消毒箇所や携帯消毒液でこまめに消毒を行ってください。
・また、スタッフはマスクに加え、フェイスシールドを常に着用して下さい。
・歩行中も基本的にマスクを着用して下さい。但し、周りに人がいない場合、熱中症等の心配がある場合、息苦しさを感
じる場合は、周りの人との距離を保ちマスクを外しても構いません。
・CP、コンビニ、店舗、接待地点等、及び、一般歩行者や自転車とすれ違う場合は必ずマスクを着用して下さい。
・コンビニでの混雑（密）が予想されますので、必要なものはできるだけご持参ください。
・コンビニ、宇佐休憩テント、宇佐店舗内等は、人数制限をすることもあります。
・TOTO休憩所、柔整師治療、七曲りの杖貸出し、ゴールの無料入浴 は中止とします。
・ゴール公園内では飲酒をお控え下さい。休憩、食事、応援、待ち受け等は大会側の指示に従って下さい。
・応援はスタート地点、ゴール地点に限ります。途中の応援等は感染防止、交通安全の為に禁止します。
⑹大会後
・大会後2週間は体調チェック表を付け、感染の疑いがある場合には直ちに主催者に報告をし、濃厚接触者も報告して下
さい。 ※濃厚接触者とは（国立感染症研究所の定義）：マスクをせず、1m以内で15分以上接触した人。
⑺ 保険
・新型コロナウィルス感染症は保険の対象外です。
・大会主催者は、大会関係者の感染に関する責任を負うことはできません。
※ （参加者には別途「新型コロナウィルス感染症対策マニュアル」をお配りします。）

この新型コロナ対策は、医師2名、保健師1名、実
行委員4名で100キロウォーク実行委員会内に「新
型コロナ感染症対策室」を設置し、感染予防対策、
感染者が発生した場合の対応等を自治体や保健
所のご意見を受けながら、陸上競技連盟のコロナ
対策ガイダンスや全国の他大会の対策を参考に
し、実行委員会の合議で作られています。

