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回陸前高田へ Run for Peace
回リトルワールドへ Run for Peace
回舞洲スポーツアイランドへ Run for Peace
回平和公園へ Run for Peace
回沖縄平和祈念公園へ
Run
for
Peace
回八ヶ岳の麓・
大草原の収穫感謝祭へ
Run
for Peace
回子どもたちの未来へ Run for Peace ふ
in くしま
回彩湖・
道満グリーンパークへ Run for Peace

【
足湯】
気持ちよかった～

曲屋果樹園で、旬の果物
曲屋果樹園

Facebookページに写真掲載しています☆https://www.facebook.com/r4p.me

～

通信

一般財団法人ラン・
フォー・
ピース協会 代表理事を務めます秋田
稲美です。
本日は、「ラン ・
フォー・
ピース通信の第八号」
をお届けすることがで
きました。
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お陰さまで今年（
２０１２年）
は、８つの『 Run for Peace
～世界を結ぶ
私の一歩～』
を開催することができました。

.
.
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.
.
.
.
.

旧堀切邸
旬のりんご！アップルパイと
アップルティー

12
月

ランニングやウォーキングといった屋外のイベントを開催するにあ
たっては、本当にたくさんの方々の「
見えない努力」
があり、イベント
の成功があります。３１１大震災の復興チャリティとして広がった
『 Run for Peace
～世界を結ぶ私の一歩～』
ですが、「
誰かを想う」
と
いう気持ちを「
行動で示す」
ことがどれだけ大切なことかを、日々学
ばせていただいています。

ゴール！
かむろみの郷/穴原温泉
匠のこころ 吉川屋

『福島に生まれてよかった！』
子どもたちに、地 元 の人たちにそう思 ってもら
いたい。
そんな想 いからはじま った、福島 での Run for
。温泉も、果樹園も、景 色も、そして、そ
Peace
こに暮 らす人 々も、本当に素敵 でした。
そ の土地ならでは の魅力に触れるイベント
☆
Run for Peace
あ ったかくて、やさしい時 間でした。リーダー の
田中 さん、言 いだしっぺの山岸 さん、そしてみな
さん、ありがとう
ござ いました！！

商工会議所青年部のみなさんが中心
となって、まちのみなさんがご協力
くださったRun for Peace☆
福島の【おいしい！】を存分に、
たっぷりと、満喫いたしました！

年
10
月

～世界を結ぶ私の一歩～』
らし
迎える２０１３年は、『 Run for Peace
い小さくても想いのこもったイベントを「
数多く」
開催することを目
標に、実行委員会を陰ながらサポートして参りたいと思います。

ボランティアスタッフとして参加してくれ
た地元の大学生たち。ご褒美は、池崎晴
美さんの【ハッピートークセミナー】

2012

誰かを想う気持ちの尊さ、一歩踏み出す勇気、チームで新しい価値
を生み出す素晴らしさ・
・
・
、副次的な『 Run for Peace
～世界を結ぶ
私の一歩～』
のヨロコビを味わっていただくことができたら・
・
・
世界
はちょっと平和に近づくと信じています。

参加者・スタッフ ： 約350名
寄 付：42
付：42インチのテレビ☆
42インチのテレビ☆
寄付先：福島市子どもの夢を育む施設
寄付先：福島市子どもの夢を育む施設

Run for Peace
ステッカーと
赤べこちゃん
もらいました！

雨の中、たくさんの方が集まっ
てくださいました！
エイドステーションでは、福島
特産のとれたてほやほやのフ
ルーツを満喫！！！
福島のまち、人々が普通に暮ら
す街を、景色を楽しみながら自
分のペースで走ったり、歩いた
り・・・らんらんランニング☆

8

この場をお借りして、各イベントの実行委員会のメンバー並びに関係
者各位、ボランティアで本部を手伝ってくださった方々へ深く御礼申
し上げます。本当に、ありがとうございました。

1 1 1 1 2 1 2 1

走ったり、歩いたりすることが、誰かのためになる。っていい
かも・
・
・
。その先に、世界の平和を願って・
・
・
。
秋田稲美

飯坂学習センターをスタート

http://www．run-walk．me/

一般財団法人ラン・フォー・ピース協会
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2012/10/28 Sun. 子どもたちの未来へRun
for Peace in ふくしま （主催：福島
子どもたちの未来へ
（主催：福島商工会議所
福島商工会議所青年部
商工会議所青年部）
青年部）

競わない・比べない・急がない
第1回八ヶ岳の麓・大草原の収穫感謝祭
回八ヶ岳の麓・大草原の収穫感謝祭へ
回八ヶ岳の麓・大草原の収穫感謝祭へRun for Peace
参加者・スタッフ ： 72 名
寄 付： 20,318円
20,318円
寄付先：山梨
寄付先：山梨セラピードッグ
山梨セラピードッグクラブ
セラピードッグクラブ
主催：ポール・ラッシュ祭～八ヶ岳カンティフェア～実行委員会・わんこと一緒にラン・フォーピース運営チーム
主催：ポール・ラッシュ祭～八ヶ岳カンティフェア～実行委員会・わんこと一緒にラン・フォーピース運営チーム

清里高原・清泉寮前の牧草地で毎年10月に開催されているポール・ラッシュ祭でのRun for Peace☆

医療・福祉の現場で動物との触れ合いを通じ、身体や精神的な病気を抱えた方々
の機能回復に効果をもたらすアニマルセラピーを長野県立こども病院に入院して
いる子どもたちに提供するため、訪問を続けている山梨セラピードッグクラブに
チャリティ～。わんちゃんたちと一緒にらんらんランニング♪

2012/11/18 Sun. 原田メソッドランニングセミナー

★★★らんらん ラン ニング コーチになりませんか ？？？★★★
●認定講座は、名古屋・
東京で開催します●

2012/10/13 Sat.

ラ ン ・フォー ・ピ ー ス協会 の 企業研修プ ログ ラム
☆実践 練+習☆体験が 能力を育 てます ！！！

（TEAM VISION / 原田教育研究所）
一般財団法人ラン・フォー・ピース協会の評議員
でもいらっしゃる原田隆史先生のランニングセ
ミナー。名古屋で開催されました！
原田先生
原田メソッドを座学で学んだあと、着替えて体育
より
館に集合！自分のペースを知る＝脈拍で知る、
その方法を知ってから、ペースを守って長く走る
練習！競わない・比べない・急がない、その具体
今回のペースランニングから得た、体験、思い、喜びをこれ
的方法がわかり、実感した一日でした☆
からのランニング、仕事、勉強、人生で生かしてください。
2012/12/23 Sun.
それぞれの成長と活躍を祈念しています。また一緒に走り
彩湖・道満グリーンパークへRun
for Peace
彩湖・道満グリーンパークへ
ましょう。感謝。
参加者・スタッフ ： 約40名
寄 付：40,734円
40,734円
寄付先：NPO
寄付先：NPO法人夢職人
NPO法人夢職人
主催：拓殖大学 潜道ゼミ有志
初めての【大学生がつくる
Run for Peace】
途中、山あり谷あり、谷底あ
り、で大変でしたが、無事当
日を迎えられました。
彩湖（さいこ）を囲んだランニングコース一周5キロを自分のペースでらんらんランニング☆午後からは青空も見えてきて、寒空
のもと、子どものように遊んだRun for Peaceでした。ゴール後のチーム対抗ゲームでは、みんな本気でチャレンジ！

●お問い合わせ
●
info@r p.me
4

編集後記

ご寄付振込先

Run for Peace で World Peace！
！

三井住友銀行（0009）
） 浜松町支店（679）
）
三井住友銀行（
浜松町支店（
2012年、財団になって2年目が終わろうとしています。2011年は4つのRun for Peaceイベントが、そし
普通 ７４９０１７９
て2012年は8つのRun for Peaceが開催されました。
一般財団法人ラン・フォー・ピース協会
こうして、通信を書くにあたって、3か月ごとに振り返り、イベントを思い出しますが、どのRun for
Peaceイベントも、作る側の想いがたっぷり詰まっていて、素晴らしいものだと、改めて思います。Run for Peaceイベント当日が、何よりもうれしくて幸
せです。だから、続けられるんだなぁ～と思います。2013年もどうぞよろしくお願いいたします！
事務局長ミネッチ（片岡 峰子）

発行元

一般財団法人ラン・フォー・ピース協会 【URL】http://www.run-walk.me/ ・ http://www.r4p.me/ （イベント情報）
【Facebook】https://www.facebook.com/r4p.me 【Twitter】http://twitter.com/r4pr4p 【E-Mail】
】info@r4p.me 【TEL】050-5806-3058
〒108-0075東京都港区港南3-6-21 コスモポリス品川3508
〒466-0815 名古屋市昭和区山手通1-17-1 シャンボール山手2Ｆ エトワールソガ内

※東京も名古屋もシェアオフィスとして生まれ
変わりました！お気軽に遊びに来てください

走ったり、歩いたりすることが誰かのためになる。っていいかも・・・。

