


６月２５日（日）に開催する「第８回館山わかしおトライアスロン大会（通称：タテトラ）」では、大会を支えてく
れるボランティアを募集します。みんなで感動をともに、大会を盛り上げてみませんか？

平成２９年５月１日（月）～５月３１日（水）　※先着順。募集定員になり次第終了。

①ボランティア活動に興味と関心と熱意を持っており、健康で元気な方。
②１５歳以上の方（中学生は除く）。未成年者の方は、事前に必ず保護者の承諾を
　得てからお申込みください。なお、大会当日は小学４年生以上であれば、保護者
　と一緒に参加できるファミリーボランティアもあります。
③主催者が指定するボランティア活動内容に従事していただける方。
④活動日に指定された時間、場所に集合し、活動できる方。
⑤その他、主催者や大会運営関係者の指示や注意事項を遵守いただける方。

スタッフＴシャツ、スタッフキャップ、弁当（飲物付）
※報酬・交通費の支給はありません。

ボランティア活動内容の説明を行います。所要時間は約１時間です。
ファミリーボランティアは、代表者のご出席をお願いします。
参加できない方は、事務局までご連絡ください。後日、資料をお送りします。

日　時　 平成２９年６月１０日（土） ９：００～１０：００
場　所　 館山市コミュニティセンター２階　集団指導室　

(千葉県館山市北条７４０－１)

≪個人≫ １名での参加
　未成年の方は事前に必ず保護者の承諾を得てください。

≪ファミリー≫ 代表者（成年の方）及びその家族での参加
　代表者は責任を持ってメンバーへの連絡等を行なってください。

【 申 込 区 分 】

活動場所

【 申 込 期 間 】

【 参 加 条 件 】
　全ての条件に当てはま
　る方のみご参加いただ
　けます。

６／２５（日）６：００～１６：００

【 説 明 会 】

年齢制限

業務内容

大会当日

※保護者同伴の場合は小学４年生以上

給水・給食、記念品配布、案内誘導等
沖ノ島、海上自衛隊館山航空基地

１５歳以上（中学生除く）

【 支 給 物 品 】

１５歳以上（中学生除く）

選手受付など
千葉県南総文化ホール

１００名
期　　日
定　　員

大会前日
６／２４（土）１０：００～１９：００

２０名　

第８回館山わかしおトライアスロン大会 ボランティア募集概要 

申込から当日までの流れ 

事務局へ申込 

事務局より申込書 
受領の連絡 

※数日経っても連絡がない 

場合は、お問合せください 

６／１０ （土） 
ボランティア 

説明会 

６／２４（土） 
６／２５（日） 

ボランティア活動 

申込み 



下記事務局宛に、メール、郵送、ＦＡＸ、持参のいずれかの方法でお申込みください。
ファミリーボランティアは代表者がまとめてお申込みください。

≪メールの場合≫
　ホームページから申込書をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、メールにて
　ボランティア事務局へ送信してください。

≪郵送、ＦＡＸ、持参の場合≫
　ホームページから申込書をプリントアウト、もしくは館山市役所等で申込書を入手し、
　必要事項を記入のうえ、ボランティア事務局へ郵送、ＦＡＸまたは持参してください。

傷害保険は、主催者側で加入いたします。個人負担はありません。なお、主催者の
指示を遵守しなかった場合や不適切と判断された場合には、適用外となります。
ボランティア活動中の映像・写真等への記録、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。
館山わかしおトライアスロン大会のボランティア活動に関するご案内や主催者及び市
が関係するその他のイベントのご案内を差し上げる場合があります。
迷惑行為などやむを得ない事情によりボランティア参加をお断りする場合があります。

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及び関連法令等に基づき、以下
のように個人情報を取り扱います。

（取り扱う個人情報）
氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、緊急連絡先氏名・電話番号

（利用目的）
主催者は、館山わかしおトライアスロン大会、または、市が関連するイベントにおけるボランティア活動を
運営するため、個人情報を公正適切な手段によって取得し、以下に示す範囲で利用します。
①ボランティア活動に関する開催連絡、出欠席管理、関連資料発送。
②ボランティア活動を円滑に行うことを目的とするアンケート依頼。
③ボランティア活動参加者へのサービス向上を目的とする関連情報の通知、次回大会の案内、その他の
　スポ－ツイベントの開催案内。
④傷害保険加入申込み。

（第三者提供を行う場合）
①傷害保険加入のため保険会社より提出をもとめられた場合。
②主催、後援、および協力する大会やイベントにおいて、ボランティア運営に関わる範囲内で関連事業者
　及び委託業者へ提供する必要がある場合。

【 申 込 方 法 】

【 注 意 事 項 】

 館山わかしおトライアスロン大会 ボランティア事務局 
 〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1（館山市教育委員会スポーツ課内） 

 ＴＥＬ ０４７０－２２－３６９６  ＦＡＸ ０４７０－２３－３１１５ 

個人情報の取り扱いについて 



Ｑ１　どのような服装で参加すればよいですか？
　　　荷物を運んだり、歩いて場所を移動することがありますので、動きやすい服装（女性はスカートではな
　　　くズボン）と歩きやすい靴（スニーカーなど）でご参加ください。

Ｑ２　ボランティアの着替え場所はありますか？
　　　参加者用の更衣テントがありますので、こちらをご利用ください。

Ｑ３　ボランティアの荷物を預ける場所はありますか？
　　　準備しておりません。貴重品を含め、荷物は各自で管理し、盗難や紛失に十分ご注意ください。

Ｑ４　会場（沖ノ島）までの交通手段は？
　　　会場周辺には十分な駐車スペースがありません。館山駅西口より無料シャトルバスが運行されており
　　　ますので、こちらをご利用ください。

Ｑ５　何が支給されますか？
　　　スタッフＴシャツとキャップが支給されます。必ず着用してください。なお、雨天時には、雨合羽もご用
　　　意します。

Ｑ６　食事や飲物の支給はありますか？
　　　昼食用のお弁当と飲物をご用意いたします。

Ｑ７　交通費の支給はありますか？
　　　交通費・その他の報酬の支給はありません。

Ｑ８　事故やケガがあった場合の補償はありますか？
　　　傷害保険に一括加入いたします（個人負担はありません）。事故やケガがあった場合は、保険の適用
　　　範囲内で対応いたします。

≪トライアスロン≫
ラテン語の３を表す「トライ」と、競技を意味する「アスロン」の合成語。スイム（水泳）、バイク（自転車）、
ラン（ランニング）の順番で３種目を１人の競技者が連続して行う。１９７４年にアメリカのカリフォルニア
州サンディエゴで初めて競技として行われた。

≪トライアスリート≫
トライアスロンに参加する、あるいは参加を目指す選手のこと。

≪テクニカルオフィシャル≫
審判。競技中の不正行為を監視し、注意、警告、ペナルティを与える。

≪ウェーブスタート≫
スタート時の混雑解消や安全対策のため、部門や年齢などにより選手をグループ分けし、時間をずら
してスタートさせる方法。

≪トランジション≫
スイムからバイク、バイクからランへと競技種目を転換すること。ここでの速さがタイムに影響するため、
トライアスロンの「第４種目」といわれることもある。

≪エイドステーション≫
競技コース途中に設営され、水分、果物、軽食などが供給される。

≪フィニッシュ≫
競技終了のこと。総合フィニッシュのほか、スイムフィニッシュ、バイクフィニッシュなど、種目ごとでも用
いられる。ゴールという呼称は使わない。

ボランティア活動に関するＱ＆Ａ 

トライアスロン基本用語 



私(たち)は参加条件を満たしており、注意事項を厳守し、個人情報の取り扱いに同意したうえ、申し込みます。

〒

※個人の申込みは15歳以上(中学生除く)です。未成年者は必ず保護者の承諾を得てください。ファミリー代表者は成年者に限ります。

※今後、本市関連のイベント等のボランティア募集に関す情報をご案内させていただきますが、

　 ご希望されない場合には左記チェック欄にチェックをお願いします。

申込区分　※どちらかにチェック

年
齢

電話番号
※日中連絡の取れる番号

第８回館山わかしおトライアスロン大会　ボランティア申込書

性
別

ＪＳＶＮ　スポーツボランティア講習会参加の有無
※該当するものにチェック

ファミリー

申込者(個人　又は　ファミリー代表者)　記入欄

ファミリー

氏　　名

申込者(個人　又は　ファミリー代表者)　記入欄

個　人

Tシャツサイズ
（身長）

フリガナフリガナ

　　前日（土）　　　　当日（日）

住所

　　　出席　　　　　　　欠席

生年月日
(西暦)

E-Mail

ＪＳＶＮ　スポーツボランティア講習会参加の有無
※該当するものにチェック

150
Ｓ
Ｍ
Ｌ

３Ｌ

（150）
（163）
（170）
（179）
（183）

活動希望日
※いずれか又は両方にチェック

説明会
※いずれかにチェック

ボランティア経験の有無
※該当するものにチェック

緊急連絡先電話番号
※すぐに連絡の取れる番号

１．トライアスロン大会での経験あり
２．マラソン大会での経験あり
３．その他のスポーツの経験あり
４．経験なし

１．スポーツボランティア研修会
２．スポーツボランティア・リーダー養成研修会
３．スポーツボランティア・上級リーダー養成研修会
４．スポーツボランティア・コーディネーター養成研修会
５．参加なし

緊急連絡
フ　　リ　　ガ　　ナ

先氏名

≪ファミリーにお申込みの場合は、裏面のご記入もお願いします。≫

希望しない

1



〒

〒

　　前日（土）　　　　当日（日）

ＪＳＶＮ　スポーツボランティア講習会参加の有無
※該当するものにチェック

フリガナ 性
別

150
Ｓ
Ｍ
Ｌ

３Ｌ

（150）
（163）
（170）
（179）
（183）

１．トライアスロン大会での経験あり
２．マラソン大会での経験あり
３．その他のスポーツの経験あり
４．経験なし

3

E-Mail

ファミリーメンバー（代表者以外の方）　記入欄

2

フリガナ 性
別氏　　名

電話番号
※日中連絡の取れる番号

１．スポーツボランティア研修会
２．スポーツボランティア・リーダー養成研修会
３．スポーツボランティア・上級リーダー養成研修会
４．スポーツボランティア・コーディネーター養成研修会
５．参加なし

年
齢

住所
生年月日

(西暦)

　　前日（土）　　　　当日（日）

１．トライアスロン大会での経験あり
２．マラソン大会での経験あり
３．その他のスポーツの経験あり
４．経験なし

住所

ＪＳＶＮ　スポーツボランティア講習会参加の有無
※該当するものにチェック

氏　　名

電話番号
※日中連絡の取れる番号

E-Mail

　　　出席　　　　　　　欠席

ボランティア経験の有無
※該当するものにチェック

活動希望日
※いずれか又は両方にチェック

説明会
※いずれかにチェック

　　　出席　　　　　　　欠席

150
Ｓ
Ｍ
Ｌ

３Ｌ

（150）
（163）
（170）
（179）
（183）

年
齢

Tシャツサイズ
（身長）

Tシャツサイズ
（身長）

ボランティア経験の有無
※該当するものにチェック

活動希望日
※いずれか又は両方にチェック

説明会
※いずれかにチェック

１．スポーツボランティア研修会
２．スポーツボランティア・リーダー養成研修会
３．スポーツボランティア・上級リーダー養成研修会
４．スポーツボランティア・コーディネーター養成研修会
５．参加なし

生年月日
(西暦)


