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2016.10.30 児童虐待防止オレンジリボンたすきリレー 

2016.10.30   児童虐待防止オレンジリボンたすきリレー応援に参加して 

11月は児童虐待防止推進月間です。この啓発

活動として毎年 10月最終日曜日（今回は 10月

30日）に児童虐待防止オレンジリボンたすきリレ

ーが開催されます。当クラブはこのイベントの後

援・協賛団体として第 1回から参加、寄付のほか

リレー、チラシ配り、会員企業からの飲料提供等

の協力をしています。 

今回、当クラブのたすきリレーのランナーとして

は、これまでの JUNKO Associationのメンバーに加え、サークルＫ武蔵野大学の学生 8名が新規に参加

してくれました。JUNKOがスタート地点の渋谷ハチ公前から東京タワーまでを、サークルＫ武蔵野大学

が東京タワーから泉岳寺までの区間を担当、それぞれ見事に完走しました。 

朝 9時、渋谷ハチ公前では棚澤副会長と田口徹会員が JUNKOのメンバーの激励に駆け付け、元気に

スタートするまでを見送りました。また、東京タワーでは、吉國会長、石井事務局長、星利樹会員、小坂

元会員、伊藤一實会員、荒木なぎさ会員が集まり、JUNKOの出迎えとサークルＫ武蔵野大学の激励を

行いました。さらに、泉岳寺では吉國会長と新木資明会員が出迎えを行っています。 

ランナー出発後の東京タワーでは、観光客等に対する児童虐待防止キャンペーンのチラシとオレンジリ

ボン配りです。ここでの主役としては、荒木会員のお二人のお子さんと伊藤会員のお孫さんに登場いた

だきました。ただ、当日は気温が急激に下がって肌寒い天候になり、観光客もまばらという状況から、こ

の作業は早めに切り上げざるを得ませんでした。厳しい天候の中で頑張ってくれた荒木会員のお子さん

達と伊藤会員のお孫さん、応援に駆け付けてくださった会員の方々に心から感謝いたします。また、尾

崎会員と木本会員のサッポロホールディングス株式会社様からは、ランナーに配布するスポーツ飲料を

寄贈いただきました。合わせて厚く御礼申し上げます。 

（ボランティア活動委員会副委員長 細田久雄） 

願いをカタチに 

児童虐待防止オレンジリボンたすきリレーに参加して 

少し肌寒くも感じられた 10月 30日の日曜日。サークル K武蔵野大学 Connectのメンバーは、ランナーとし

て児童虐待防止オレンジリボンたすきリレーに参加させていただきました。東京のシンボルである東京タワ

ーから泉岳寺までの区間をしっかりと踏みしめながら駆け抜けました。武蔵野大学は仏教校であり、お寺を

目指して走るというのは、どこかご縁を感じました。普段、なかなか運動をする機会がないメンバーも、いい

汗を流せたことと思います。ペースも上がってくると、少し苦しそうな表情のメンバーもいましたが、全員泉岳



寺にゴールすることができ、その達成感は私たち

の一体感を高めました。私たち武蔵野大学のブラ

ンドステートメント（宣言）は「世界の幸せをカタチに

する。」です。子ども虐待防止への市民への呼びか

けとその実現を目指すオレンジリボンたすきリレー

にランナーとして参加できたことは、その具現化の

一つです。社会問題の解決は容易なことではあり

ませんが、リレーというカタチで楽しみながら人々

の願いをカタチにすることは、とても幸福なものだと思います。このような機会に恵まれたことに感謝申し上

げます。そしてこれからも、私たちは世界の子どもたちの明るい未来と笑顔と幸福のために精進いたします。 

サークル K武蔵野大学 Connect 近藤翔真 

オレンジリボンたすきリレーを走って 

私は東京タワーから泉岳寺までリレーの走者として走ったので、ビラ配りがどのように行われているかはわ

かりませんでしたが、オレンジのたすきをつけて走ることによっても、オレンジリボンって何だろうと思って調

べてくれる人や、児童虐待のことについて少しでも関心をもってくれる人が一人でも増えたらいいなと思いな

がら走っていました。 

私は大学で心理学を学んでいて、児童虐待の話も授業でよく聞きます。暴力をふるう大人が悪いのに、子ど

もは自分が悪い子だったからと自分を責めてしまう。そして大人になってもトラウマへのさまざまな反応がで

てくるという話を聞きました。目に見える傷はもちろん、心の傷も大人になっても消えることはありません。そ

の子の一生を狂わしてしまいます。そんな児童虐待を少しでも減らし、子どもたちが安心して暮らせて、夢を

持てるような社会をつくっていけたらいいなと思います。その社会をつくっていくのは、これからの日本をつく

る私たちの世代だと思うので、少しでもその力になれたらいいなと改めて思いました。 

サークルＫ武蔵野大学 小島加帆 

オレンジリボンたすきリレーに参加して、私は子ども虐待防止の呼びかけのためにこのような活動をしている

人がいるということを知ることが出来ました。今まで

子ども虐待について考える機会がなかったけれど、

今回このオレンジリボンたすきリレーを通して、考

えるきっかけとなりました。たすきリレーをすること

で、すれ違う人に呼びかけができ、少しでも子ども

虐待について考えてもらうことの出来る活動である

と感じます。子ども虐待はただ暴力や暴言をしてい



るだけと思っていたけれど、気づいたらそうしてしまった人や、育児に悩んでいる人がそうしてしまったのであ

ることを知りました。この子ども虐待の問題は周りの協力が必要であり、親子を支えていかなければならな

いことであると思います。自分は関係のないことだと思ってしまうけれど、社会全体で考えなければならない

問題であると思いました。この活動を広げていき、子ども虐待がなくなる社会にしていきたいと思います。 

サークルＫ武蔵野大学 田中沙弥香 

オレンジリボンたすきリレーに参加して 

今回、サークルＫ武蔵野大学のキワニアンとして初参加をさせていただきました「オレンジリボンたすきリレ

ー2016」。仲間たちと、第２区のスタート地点である東京タワーから、泉岳寺まで走らせて頂きました。走って

いる間は、オレンジのたすきを身に付け、都心を走り、児童虐待をなくそうという意志のこもった走りがとても

有意義で素晴らしい時間であるとともに、私たちの走る姿、見せ方には気を配らなければいけないなと感じ

ました。しかし、実はこの様な児童虐待撲滅運動が行われているということは、僕自身含め、他の友人たちも

全く知りませんでした。初めて、キワニス関係者の方からお誘いがかかり、このマラソン大会の存在を知りま

した。もちろん肉体的な虐待は後を絶ちませんが、現在はテクノロジーなどの発達により、児童虐待は類をと

どめず、ネット上、間接的な虐待の形も増えているのだろうと感じています。そうした中で、ネットや新聞など

の媒体を用いるのではなく、こうして私たち自身が公共の道路や、市街を走り、直接的に伝えようとすること

で、オレンジリボンの意義の理解を得られることもでき、こうした活動をしている方がいるということも公に知

っていただける素晴らしい機会だと感じた。実際のところ、走っている間は「児童虐待を訴えよう」という気持

ちはなく、単純に楽しく仲間と共に完走をしようと、「スポーツ」としての意識を持ち、走らせて頂きました。「訴

える」ために走るのではなく、「スポーツ」というアクティビティに組み入れて活動を行い、注目をしてもらうとい

うスタイルがとても素晴らしいなと感じました。 

僕自身、毎月児童養護施設での活動を継続的に行っており、マラソンに参加したことで、この様な素晴らし

い活動も並行して行っていきたいな、と強く感じるきっかけになりました。貴重な体験をさせて頂きまして、本

当にありがとうございました。 

サークルＫ武蔵野大学 三浦 匠吾 

今回初めてオレンジリボンたすきリレーに参加させていただきました。私は今回参加するまでこの活動につ

いて知りませんでした。子ども虐待防止のために多くの人が動いているこの団体を知り、参加できて本当に

よかったです。 

今回のイベントではみんなが一団となってたすきをつなぐという 1つの目標に向かって全力で走りました。ペ

ースはそれぞれでも、一人ひとりが自分のベストを尽くしました。私はここから、遅かれ早かれ一人ひとりが

一生懸命努力すれば目標を達成できることを学ぶことができました。 

子どもへの虐待は決してあってはいけないことです。誰もがわかっているはずのことなのに、毎日のニュー



スの中から残酷な虐待のニュースが消えません。私はこの活動がもっと多くの人に伝わり、子どもへの虐待

をする人がひとりでも多くいなくなることを願います。私 1人ではできることが少ないけれど、この活動を周り

の人に広めることや活動に参加し続けることで子ども虐待防止に貢献していきたいと思います。 

サークルＫ武蔵野大学 船橋悠真 

私は走ることが苦手で、走る前までは少し不安を感じていました。しかし第 1区の皆さんの走り終えた顔を見

て、この企画に対する気持ちが変わりました。皆さん少し辛そうながらも笑顔で楽しそうに走って来られて、

その姿を見て自分の意識も上げることができました。そしてリレーの目標でもある〈虐待防止〉のたすきを掛

け、楽しくスタートを切ることができました。自分が思ったより速いペースで少し驚きましたが、皆で声を掛け

合っていたおかげかあまり辛さを感じませんでした。それに加え、走りながら地元の方々に「おはようござい

ます」と挨拶をしたので、地元の方々からも元気をもらい、ランナーだけではなく周りの方とも一致団結できた

気がしてとても嬉しかったです。 

完走した後、あまり好きではなかったリレーにも関わらず、「もっと走りたい！」「また絶対参加したい！」と思

えるほどとても素晴らしいものでした。この企画をもっと皆に知ってほしいと心から思いました。私達が走るこ

とによって虐待を減らすことができたらいいなと思いました。 

サークルＫ武蔵野大学 榊原舞 

 

2015.10.25 児童虐待防止オレンジリボンたすきリレー 

児童虐待防止オレンジリボンたすきリレー 2015.10.25 

 11 月は児童虐待防止推進月間ということで、毎年 10 月の最終日曜日に子ども

虐待防止オレンジリボンたすきリレーが行われます。昨年は 10 月 25 日の日曜

日に第 9 回が開催されました。東京キワニスクラブはこのイベントを後援・協

賛しており、第 1 回から参加しています。当クラブには東京タワーから泉岳寺

までのたすきリレーとランナーの応援、児童虐待防止推進のためのチラシやオ

レンジリボン配りなどが割り当てられています。 

 今年も快晴に恵まれ、東京キワニスクラブユースフォーラムの明治学院大学

ＪＵＮＫＯ Associationの若さ溢れる会員達がランナーとして参加してくれま

した。東京キワニスクラブのメンバーと記念写真を撮り、バンド演奏、参加者

に対するインタビューなどで盛り上がった後、10 時 20 分、盛大な拍手でラン

ナーの皆さんを送り出しまし

た。 

 その後は東京タワーを訪れ

た観光客の方々に対するチラ



シやオレンジリボン配りですが、ここでの主役は荒木会員の可愛いお二人のお

子さんです。私たち会員はどちらかといえば裏方に徹することになります。お

二人の大活躍で今年も無事ミッションを終えましたが、荒木会員ご一家には改

めて心からの感謝を申し上げる次第です。また当日は尾崎会員、木本会員のサ

ッポロフード＆ビバレッジ株式会社からスポーツ飲料を寄贈いただきました。

合わせて厚くお礼申し上げます。 

 東京キワニスクラブは今後も児童虐待防止活動の推進に積極的に取り組んで

まいりますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

（ボランティア活動委員会副委員長細田久雄） 

 

「オレンジリボンたすきリレーの応援に初めて参加して」 

〇 昨年 10月 25日（日）、雲一つない秋晴れの朝、東京メトロ・日比谷線の神

谷町駅から東京タワーに向かいました。何年振りでしょうか、スマホで道順を

確認しないと行き方も忘れてしまっていました。桜田通りは予想外に人通りも

少なく、寂しいくらい。さすがに東京タワーに近づくと、観光客らしき人たち

の姿が数多く見られ始め、たすきリレーの受付も出来上がっていました。細田

副委員長のご指示に従い、受付でオレンジリボンのゼッケンを借りて体につけ、

チラシを観光客の皆さんに配り始めました。荒木さんの可愛いお子さんたちが

一生懸命配ってくださったので、チラシは比較的短時間で配布終了。外人観光

客の姿も大分増えてきました。この間に渋谷駅ハチ公前広場をスタートしたリ

レーメンバーが約 1時間かかって東京タワー下に到着。当地スタートのメンバ

ーと合流（一部の人は交替）して、次の目的地である泉岳寺に向かいました。

今回は出迎えと見送り、チラシ配りのお役目でしたが、次回以降チャンスがあ

ればリレーメンバーとして参加す

ることも考えてみたいと思います。 

〇 さて、昔から親が子どもを叱

ることはありましたし、私自身も

よく親や近所のおじさんに怒られ

たものです。しかし、児童虐待と

呼ばれるレベルになると、とても

愛情を持った叱り方とは言えない。

一人でも被害に合う子どもたちが

少なくなるよう我々大人たちが、

「ＯＳＥＫＫＡＩ」することで、

若いお父さん、お母さんをサポートし、子どもたちを虐待の被害から守ってい



く。こうした活動に参加できたことで、たくさんの方々がボランティア活動を

されていることに気付けた一日でありました。参加できましたことに感謝、関

係者の皆さまにお礼申し上げたいと思います。昨年先輩経営者の方に言われた

言葉、「子ども叱るな歩いてきた道、年寄笑うなこれから行く道」を胸に抱いて

毎日を過ごしたいと思います。 

（山下朗裕ボランティア活動委員） 

 

 

2014.10.26 児童虐待防止オレンジリボンたすきリレー 

オレンジリボンたすきリレー        2014.10.26 

 毎年１１月は児童虐待防止推進月間です。このため１０月の最終日曜日には毎

年子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーが開催されており、昨年１０月

２６日の日曜日に第８回を迎えました。このリレーは渋谷を出発点とする都心

コースのほか、湘南コース、鎌倉・

三浦・横須賀コースがあり、いずれ

もゴールの横浜山下公園を目指して

ボランティアのランナーがオレンジ

のたすきをつないで走ります。 

 東京キワニスクラブはこのイベン

トを後援・協賛しており、第１回か

ら参加しています。木下功子会員に

は昨年に引き続き東京タワーから泉

岳寺まで、たすきリレーのランナーとして参加いただきました。また、東京タ

ワーでは何と言っても荒木会員と藤澤会員の可愛らしいお子さん二人が主役で、

観光客の方々にオレンジリボンとティッシュ、チラシを配布しました。吉田会

長（当時副会長）はじめ出席した会員は二人のお子さんの後方支援部隊に徹す

るという事務局想定のシナリオが奏功し、用意したリボンなどは瞬く間に捌け

ました。さらに当日は尾崎会員のポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社

からスポーツ飲料を寄贈いただいております。 

 こうした会員、会員のご家族、会員企業の絶大なご協力をいただいて、児童

虐待防止活動の重要性を訴えるというオレンジリボンたすきリレーは、今回も

十分な成果を挙げることができました。東京キワニスクラブは今後も児童虐待

防止活動の推進に取り組んでまいります。皆様のご協力をよろしくお願いいた

します。 

                  （細田久雄ボランティア活動副委員長） 

 



オレンジリボンたすきリレーにランナーとして参加して 

10 月 26 日、今年も走らせていただきました。今

回で 4 回目の参加です。 

担当は都心コース（渋谷ハチ公前から横浜山下公

園まで）の 2 区の東京タワーから泉岳寺の約３キ

ロです。東京タワーに集合したときには「ミュー

ジシャンによる音楽リレー」の準備なども行われ

ています。スタート地点のハチ公前からの２０名

位のランナーにオレンジの襷をもらい、キワニス

の吉田さん・荒木さんご一家・細田さん達の声援に見送られスタートしました。リーダー

の掛声で「子ども虐待防止、宜しくお願いします！」と声をかけながらゆっくり走ります。

一緒に走った方の中には 1 区間では物足りなく全コース走る方もいるとか。あっという間

の 3 キロ、心地よい汗もかき楽しく走れました。 

ゆっくりキロ 8 分位のジョギングペースなので、来年はキワニスのメンバーの方達もラン

ナーとして一緒に参加しましょう。 

これからも走ることを通じて、ボランティア活動をしていけたらと思っています。 

（木下功子会員） 

 

2013.10.27 児童虐待防止オレンジリボンたすきリレー 

毎年１１月は児童虐待防止推進月間です。このために１０月の最終日曜日には、毎

年子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレーが開催されており、昨年１０月２７日の日曜

日に第７回を迎えました。このリレーは渋谷を起点とする都心コースをはじめ湘南コース、鎌

倉・三浦・横須賀コースがあり、いずれも横浜・山下公園をゴールにボランテイアのランナーが

オレンジの襷をつないで走ります。この襷には、子どもたちの明るい未来と子ども虐待防止の

願いが込められています。 

東京キワニスクラブはこのイベントを後援・協賛しており、第１回から参加しております。当

クラブへは東京タワーから泉岳寺までのたすきリレーとランナーへの応援、児童虐待防止推

進のためのチラシやオレンジリボンリボン配りなどが割り当てられております。今回は素晴しい

秋晴れの下、木下功子会員と東京キワニスクラブユースフォーラムの明治学院大学

JUNKO Association の会員１１人がランナーとしての参加があり、大いに盛り上がりまし

た。楽しいミュージックイベントやランナー代表の勇ましい決意表明があり、１０時５０分に

ランナーの皆さんを送り出しました。 

東京キワニスクラブとしては今後も児童虐待防止の推進に取り組んでいきたいと考えてお

ります。そのための意思表示として会員の皆様にオレンジリボンバッジの購入とその佩用をお

願いしております。まだ購入されていない方は事務局に在庫がありますのでぜひお申し出くだ

さい。 



また、尾崎会員のご尽力でサッポロホールディングスから清涼飲料の提供をいただき主催

者から感謝の言葉をいただいております。 

（高坂和夫前ボランティア活動委員長） 

 

 

2012.10.28 児童虐待防止オレンジリボンたすきリレー 

オレンジリボンたすきリレー応援 2012.10.28 

 昨年１０月２８日、日曜日、今年も児童虐待防止キャンペーン、オレンジリボンたす

きリレーの応援のため、東京タワーにやってまいりました。毎年１１月は児童虐待防止

月間です。児童虐待防止に対する社会的な関心をたかめようと始められたオレンジリボ

ンたすきリレーも第 6 回を迎え、渋谷→横浜山下公園の都心コース、平塚→横浜山下公

園の湘南コース、第 5 回からは鎌倉・三浦半島→横浜山下公園のコースも加わり、全体

で４００人のランナーが参加するイベントとなっているとのことです。東京キワニスク

ラブは第１回から、ちらし配りなどの支援活動を行い、会員や家族がランナーとして参

加してきました。 

 今年も、中村会員のお孫さん、荒木会員のお子さんふたりが参加してくださり、チラ

シやオレンジリボン、ティッシュを東京タワー見物に見えた方々に手渡しました。可愛

いお子さんたちが「お願いしまーす！」と声を張り上げて渡すと、ほとんどの方が「あ

ら、可愛い」とうけとってくれます。これまでの経験で、私たち会員は、お子さんたち

にチラシ、リボン、ティッシュを補給する後方支援に専念し、朝の１０時前から４０分

ほどで、用意されたリボン、ティッシュなどを配り終えてしまいました。  

 東京キワニスクラブでも 2006 年から、

児童虐待防止活動に関わってきました。

2000 年の児童虐待防止法の制定以来、虐

待に関する社会の認知の高まりもあり、児

童相談所での対応件数も年々増加し、

2010 年には 5 万件を超えています。しか

し、私たち市民が出来ることは限られてい

て、東京キワニスクラブでも、オレンジリ

ボンピンの着用や、このたすきリレーでの

ボランティア活動を行い、社会的な認知を高めることを応援しています。 

 チラシ配りをして 6 年目、チラシを受け取る方々の理解も高まっているようです。こ

の火をたやさず、児童虐待を撲滅しましょう。 



（堀井紀壬子前会長） 

 

2011.10.30  児童虐待防止オレンジリボンタスキリレー 

オレンジリボンたすきリレーに参加して       中村禎良 

 

昨年１０月３０日（日）、恒例の「オ

レンジリボンたすきリレー」が開催されました。 

私は、小学５年生の孫娘をつれて初め

て東京タワーでのビラ配りに参加させてもら

いました。既に到着していた東京キワニス会

員の方々とともに東京タワー見物の観光客

にビラとマスクのセットを手渡すのですが、う

かつにもビラ配りがあんなに難しいこととは思

っていませんでした。「児童虐待防止のキャンペーンです」といって手渡そうとするのですが、ま

ず胡散臭そうによけられてしまいます。何か怪しげな勧誘くらいに思われたのでしょう。先輩か

らは「ビラを相手の胸元に突き出すとよけられない」と経験豊かなアドバイスを頂いたのですが、

女性ならともかくおじさんではどんな反応を示されるか分からない不安もあります。その点、子

どもだと警戒心を抱かれないようです。かくして生まれてはじめてのビラ配りは孫娘に軍配が上

がりました。 

そうこうするうちに前の区間を走ってきたリレー走者の一団が到着、そこからは東京キワニス会

員の木下功子さんとそのお仲間がしっかりとたすきを引き継ぎ颯爽と走り去っていかれました。

その後ろ姿に声援を送りながら、一同、ますます深刻化する児童虐待、その根絶への願いを

新たにした次第です。 

なお、帰路、自宅近くの駅で広告のティッシュペーパーを差し出され、思わず「ご苦労さん」

と言って孫娘と顔を見合わせたのでした。 

 

2010.10.30 児童虐待防止オレンジリボンたすきリレー 

オレンジリボンたすきリレー 

10月 30日 10時東京タワーのビ

ルの一階に東京キワニスの会員

と協力企業の社員十数名のボラ

ンティアが集まって児童虐待防



止のビラ配りに参加した。当日は天気が心配されたがビラを配る頃は太陽も顔

を出し、穏やかな天気の下、東京タワーを訪れる観光客にビラを配った。時節

柄海外からのツーリストも多く彼らも気安くビラを受け取ってくれ、説明もよ

く聞いてくれた。彼らの中には趣旨に賛同して寄付をしたいと言ってくれる人

もいてこうした運動に関心が高いことを知った。また、オレンジリボン、マス

クやティッシューなどのノベルティーのお陰もあって思ったより沢山の人達が

ビラを受け取ってくれたのが嬉しく達成感も高かった。配っている最中にオレ

ンジたすきリレーのランナー達が到着し皆で激励した。ゆるキャラの縫いぐる

みも子供達に愛嬌を振りまき、その場を和やかなものとしていた。以前は自分

たちが児童虐待をしているというのかと喰ってかかる人もあったということで

配り始めはやや心配したが、当日はそんな人もなく杞憂に終わってほっとした。

日本の経済・社会には永らく閉塞感がただよっており、残念ながら児童虐待も

増加の傾向にある。これに歯止めをかけることが社会的重要課題のひとつであ

り、こうした地道なキャンペーンがその減少に少しでも役立てば参加したもの

としては幸いである。 

（事務局長 吉田浩二） 

 

2009.11.8 児童虐待防止オレンジリボンたすきリレー 

オレンジリボンたすきリレーの応援とボラ

ンティア活動への参加 

 児童虐待防止推進月間である 2009 年 11

月 8 日（日）、今年もオレンジリボンたすき

リレーが実施され、昨年に引き続き当クラブ

もリレー走者の応援ならびにキャンペーン

支援活動に参加しました。 

 場所はリレーの都心コース第 2 区たすき

引き継ぎ箇所であり、イベント開催場所でも

ある東京タワーの玄関前で、残念ながら当ク

ラブ会員のリレー走者はおりませんでしたが、会員に関係する企業の方 4 名がリレーに参

加されました。当日ボランティア活動に参加した会員 7 名とサポートいただいた 3 名の方

全員で、リレー走者の皆さんへ熱い応援を行うとともに、約 1 時間にわたり、子ども虐待

防止にかかわるチラシの配布を行いました。 

主催は、子どもの虹情報研修センター、日本こども家庭総合研究所、ＮＰＯ法人虹のリボ

ン事務局による「子ども虐待防止オレンジリボンたすきリレー実行委員会」で、オレンジ

リボンに込められた“子どもたちの明るい未来と児童虐待防止”の願いを多くの皆さんに

知っていただくために毎年実施されています。 



 なお、当クラブは昨年「協賛」団体でしたが、従来の支援活動の実績も評価され、今回

は横浜クラブとともに「後援」としての位置づけになっています。 

（ボランティア活動委員長 松本一紀） 

 

2008.11．9 児童虐待防止オレンジリボンたすきリレー 

 2008 年 11 月 9 日、オレンジリボン

たすきリレーが行われた。本リレーは

児童虐待防止を市民の皆さんに訴え

る趣旨でオレンジリボンたすきリレ

ー実行委員会が主催し、東京キワニス

クラブは虐待のない社会作りに協力

していく行動の一つとして共催者と

して積極的に参加しました。 

 わがクラブは地元の都心コースに

会員、会員外の賛同者の 11 名の方が

参加しました。 

【第 1 区】渋谷―日比谷公園 7ｋｍ 木下功子会員、デービッド・タン会員ご夫妻、中野

智之さん（ＢＴジャパン）【第 2 区】日比谷公園―泉岳寺 5ｋｍ 福武正廣会員、木村憲

正さん・福武さんの娘婿 【第 3 区】泉岳寺

―品川区民公園 6ｋｍ 米田薫さん、光森

菜子さん（ＢＴジャパン）以上各区でランナ

ーの皆さんは寒い日にもかかわらず全員無

事完走し、「完走賞」のＴシャツが贈られま

した。応援も会員、会員外 11 名の方が熱い

声援を送りました。また、スポーツ・ドリン

クを阿江会員のご支援で今年も提供しただ



き喜ばれました。ランナー、応援物品提供いただいた皆さん本当に有難うございました。（星 

利樹会員記） 

 

 

 

2007.11．23-24 

オレンジリボンたすきリレー 2007.11.23-24 

 児童虐待防止の象徴であるオレンジリボンを

たすきに仕立ててリレーする「子ども虐待防止

オレンジリボンたすきリレー」が、児童虐待防止

全国ネットワーク及び子どもの虹情報研修セン

ターの主催で箱根・東京大手町間で行われ、

東京キワニスクラブも後援団体となり、さまざま

な応援を行いました。 

会員のデービッド・タンさんが平和島から泉

岳寺まで、山口知子さん、福武正廣さんが最終

区間の日比谷公会堂から大手町（読売新聞本社前）までランナーとして参加し、たすきをつなぎま

した。また、会員の甲斐和典さんのご尽力によりサッポロビール株式会社よりスポーツドリンク 240

本の寄贈をいただきました。最終地点の大手町読売新聞社前では、会員 7 名が「児童虐待防止」

のちらしを配り、最終ランナーを迎えました。これからもオレンジリボンピンを身につけて、この問題

の認知が高まるよう行動していきます。（堀井紀壬子会員記） 

 

 

 

 


