
第9回東京ノルディック・ウォークフェスタ
運営マニュアル
（第9稿1124）

2022/11/27（日）
小金井公園 いこいの広場



第9回東京ノルディック・ウォークフェスタ
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開催概要
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■名称：第9回東京ノルディック・ウォークフェスタ
※ジャパンノルディック・ウォークプレミアリーグ2022認定大会
※日本市民スポーツ連盟認定大会

■日時：2022年11月27日（日）10時～14時

■場所：小金井公園 いこいの広場
〒 184 0001 小金井市関野町 1-13-1
TEL 042-385-5611

■主催：第9回東京ノルディック・ウォークフェスタ実行委員会
（東京都ノルディック・ウォーク連盟）

■共催：一社）全日本ノルディック・ウォーク連盟

■協力：NPO法人千葉県ウオーキング協会

■後援：東京都・フィンランド大使館・日本市民スポーツ連盟
日本ノルディック・ポールウォーク学会

■協賛：サントリーウ エ ルネス・花王・キザキ・シナノ
羽立工業・リーフル・SWIX（予定）



開催概要
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２

（趣旨・目的）
今、注目を集めている、誰もが参加できるユニバーサルウォーキング！
ノルディック・ウォークで安心・安全、姿勢よく、楽しく歩こう！
既に実施しているベテランウォーカーや、今回はじめてというノルディッ
ク・ウォークの初心者、また普段歩くのが苦手といった足腰に不安のある
方、障がいのある方、みんなが一緒に参加できるフェスタです。
当日は指導員による歩き方レッスンもあり参加のフォローを致します。
お子様からご高齢の方まで、是非ご家族皆さんでご参加ください。

（種目・スタート時間）
10㎞コース （10時スタート）

5㎞コース （10時10分スタート）
3㎞コース （10時スタート）
はじめてレッスン （10時スタート）

※コース図は別紙参照

※はじめてレッスンは広場内でグループに分かれて実施（約1時間）

※各コース8時30分から受付開始

※開会式は9時45分より実施

（ゴール時間・撤収時間）
参加者は各コース終了（ゴール）後に自由解散

※最終ゴール受付は14時まで

※17時までには会場を撤収予定

（参加資格）
・楽しくノルディック・ウォークを実施できる方
※中学生以下のお子様は保護者とご一緒でのご参加をお願いします。

・ポールを持ったウォークが初めての方でもご参加いただけます。



開催概要
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（定員）
参加者 1,300名

（参加費）
事前申込2,000円 当日申込2500円
※中学生以下無料 ※オプション／ ポールレンタル料500円

（申込期間）
2022年10月25日～11月15日予定（事前申込）
※定員に空きがある場合は当日申込可

（申込方法）
○スポーツエントリーより申込 http://www.sportsentry.ne.jp/
○チラシ申込書よりFAXかE-mailにて申込
※団体でのお申込は実行委員会事務局にて受付
【お申込み・お問合せ先】
東京都ノルディック・ウォーク連盟
〒134-0083 東京都江戸川区中葛西２－１７－８
TEL:03-5878-1667 FAX:03-3877-7887 info@nordic-walk.org

（参加特典）
参加記念品及び完歩証を発行いたします。

（参加規則）
・参加者はポールを2本持ったウォーキングであること。
※車いす等でご参加いただく場合を除く

・ポールの先端には石突きのゴムを装着すること。
・一般の歩行者、ランナー、自転車等との接触事故防止のためポールの取
り扱いに関しては十分にご注意ください。

・エントリー後のご返金は致しかねますので、あらかじめご了承ください



会場について
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【会場ブース設置】
①大会本部・救護所
②一般受付
③一⑨団体ご招待者受付・レンタルポール（スタート・ゴール）
⑩～⑫タニタ体組成・サントリーウェルネス
⑬⑭販売ブース
⑮音響（PA)

※テントは当日７時頃より設営準備開始、終了後17時までに撤去予定
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会場について
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会場設営及び、備品の準備は、
各テントの担当者が手分けして行ってください。
手の空いている方は、他のテントの準備をお願いします。



レンタルポールについて
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レンタルポールの準備は、
各テントの担当者が手分けして行ってください。
手の空いている方は、他のテントの準備をお願いします。

※貸出中に不足が出たテントは別のテントから20組1セット単位で移動願います。

②一般受付 中島レンタルポールセット×50組

③ＳＷ受付 都連レンタルポールセット×100組
キザキレンタルポールセット×40組
シナノレンタルポールセット×20組

④ＳＷ受付 シナノレンタルポールセット×180組

⑤ＳＷ受付 羽立レンタルポールセット×180組

⑥ＳＷ受付 キザキレンタルポールセット×160組

⑦ＳＷ受付 サントリーポールセット×160組

⑧ＳＷ受付 サントリーポールセット×140組
羽立レンタルポールセット×20組



タイムスケジュール

9

7

6:00
7:00

軽備品搬入・受付準備、テント組立、出展ブース備品搬入・準備（乗用車）
搬入車両入場 ➤テーブル・椅子設置（2tトラック）

8:00 全体ミーティング ※受付前（総合案内・担当部署打合せ・準備）

8:30
受付開始（誘導・受付・案内の配置）
手指の消毒→受付へ
受付開始（事前申込・ポール貸出）
※スターターキットの配布

9:30 Welcome songs Ⅱtone clan ※連盟公認テーマソング「My Wings」ご披露！

9:45

出発式
（大会長挨拶）第9回東京NWフェスタ大会長 日本市民スポーツ連盟会長 川内基裕
（ご来賓一言）全日本NW連盟 会長 宮下充正様 同常務理事本部長 木村健二様
（ご案内） 実行委員長 芝田竜文

準備体操 ・写真撮影（佐藤フォトグラファー主導）

10:00 スタート合図 ※3㎞コース・10㎞コース ※Ⅱ tone clan お歌でスタート
※初めてレッスン（体験会）（各班に分かれて体験会開始）

10:10 スタート合図 ※5㎞コース出発

全コーススタート後は、ゴール受付・JVA／JNWPLスタンプ・抽選会景品のお渡し準備
（※各ポジションで交代しながら、なるべく休憩・昼食を取ってください）

11:00
ゴール受付（完歩証はキットに封入済み・IVV／JNWPL認定・レンタルポール回収）
記念品及び、大抽選会景品のお渡し開始
※ゴールされるお客様が多い時間をみて、Ⅱ tone clanのステージ（時間はお任せ）

11:30 Ⅱ tone clanのステージ（時間はお任せ）

14:00
閉会式 総括 川内基裕大会長

ご協力の御礼とご紹介 NPO法人千葉県ウオーキング協会会長 古宮誠様
全日本ノルディック・ウォーク連盟 木村健二本部長より締めの一言

閉会のご挨拶 芝田竜文大会実行委員長

14:10 片付け・搬出撤収・清掃

15:30 搬出撤収完了・役員解散



参加者の導線・対応 （一般参加者）
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（8 時 30 分 受付開始） 
 
     １、手指消毒 
     ２、検温、体調チェックシートの回収 
     ３、受付前にて遠赤外線体温モニターチェックを通り受付へ 

   事 前 申 込 者    当 日 申 込 者  
      一般申込        参加料 2,500 円・ポール 500 円 
       （3、5、10km）    
         受   付      受付・参加料金支払  
    （事前払込受領書・出席チェック）（申込書記入・受領証発行） 
       スタートキット（参加賞・地図ほか）の受け取り  
            ポ ー ル レ ン タ ル      
       有     な し     有    な し  
    （事前払込受領証確認）    （当日受領証の確認） 
      ポール貸出 ※サイズ調整  ポール貸出 ※サイズ調整         
   
  （9 時 40 分）Ⅱ tone clan お歌 
  （9 時 45 分）              ※当日受付最終 10 時 20 分 
           出発式（ご挨拶/案内・準備体操・記念撮影） 
  （10 時 00 分）Ⅱ tone clan           歌でスタート！ 
               スタート             

（11 時 00 分） 
         ゴール時の MAP ゴール印は押印済       
         完歩証はスターターキットに封入済       
         IVV 認定（参加／距離）・JNWPL 認定      
     ※IVV パスポート有料（200 円）・JNWPL パスポート無料 
  （11 時 00 分～） 
           催し物・大抽選会景品交換         
  （～14 時 00 分） 
          最終ゴール受付／景品交換・終了       



参加者の導線・対応 （SW招待者）
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（8 時 30 分 受付開始） 
 
     １、手指消毒 
     ２、検温、体調チェックシートの回収 
     ３、受付前にて遠赤外線体温モニターチェックを通り受付へ 

     サントリーウェルネスご招待 ご当選者     
      一般申込        当選はがき確認（参加料無料） 
     はじめてレッスン・3 ㎞コース・5 ㎞コース、10km コース   
       スタートキット（参加賞・地図ほか）の受け取り    
 
            ポ ー ル レ ン タ ル        
               有               な し   
       （当選はがきの回収） 
       ポール貸出 ※サイズ調整        
   
  （9 時 40 分）Ⅱ tone clan お歌 
  （9 時 45 分）              ※当日受付最終 10 時 20 分 
           出発式（ご挨拶/案内・準備体操・記念撮影） 
  （10 時 00 分）Ⅱ tone clan           歌でスタート！ 
               スタート             

（11 時 00 分） 
         ゴール時の MAP ゴール印は押印済       
         完歩証はスターターキットに封入済       
         IVV 認定（参加／距離）・JNWPL 認定      
     ※IVV パスポート有料（200 円）・JNWPL パスポート無料 
  （11 時 00 分～） 
           催し物・大抽選会景品交換         
  （～14 時 00 分） 
          最終ゴール受付／景品交換・終了       



参加者・スタッフの感染予防対策

（参加者）

・参加者は受付時に所定の体調チェックシートにご記入いただき、健康状態を確認する
・会場内においてはマスクを着用頂き、受付時には手指消毒をしていただく
・歩行時においてはマスクの着用をお願いしないが、2m以内での会話が発生する際はマスクの着用をお願いする

（受付・物販スタッフ）

・スタッフはマスク・ゴム手袋を着用する
・キャシュの扱い方
①参加者との受渡し時には受皿を使ってテーブル上の衛生管理を行う
②紙幣・硬貨の管理はゴム手袋着用で行う
〔除菌シートでふき取り〕
~ 金銭管理箱は風通しの良い形状(ザルなど)～

・筆記用具・スタンプ類など
~ 所定の場所にて管理/こまめに消毒する～

（レンタルポール貸出スタッフ）

・レンタルポールの貸出前の消毒と、返却・回収時にも消毒を徹底する

（コース誘導・安全管理スタッフ）

・マスク着用/携帯用消毒・参加者への声掛け時には距離をとる(２ｍ以上)
・参加者同士のソーシャルディスタンス管理・大声禁止の徹底を促す
・マスク着用時における参加者の健康状態への配慮・観察を怠らない
・参加者への検温・手指消毒の徹底を図る(イベント会場入場時必須)

開催時 (全員)

・休憩スペース/トイレ待ちなどの人が集まりやすい状況を想像し把握する意識を常に持ち、
参加者の密な状況を回避するために配慮する
①手袋着用で道具の消毒
②全身消毒スプレー
③手袋着脱➡手指消毒・手洗いを行う

片付け(全員)

・ゴミは所定の場所に置く
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体調チェックシート
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参加者向け スターターキット
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【参加者向けスターターキットの内容】

〇一般参加者のスターターキット

・フェスタのご案内（※抽選番号を記載）

・コースマップ（3㎞コース・５㎞コースマップ・10㎞コースマップ）
※両面印刷で全コースを記載し、すべての方に同じお渡しものとする

・サントリー ロコモア試供品

・花王 バブ試供品

・STOP！ヒートショック リーフレット

・完歩証

〇サントリーウェルネスご招待参加者のスターターキット

・コースマップ（3㎞コース・５㎞コースマップ・10㎞コースマップ）
※両面印刷で全コースを記載し、すべての方に同じお渡しものとする

・サントリー ロコモア試供品

・花王 バブ試供品

・STOP！ヒートショック リーフレット

・完歩証

（※抽選番号記載のご案内は事前に発送済）



受付＆レンタルポール
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【受付テント内スタッフの配置】

・テント正面で受付、右手側面でポールをお渡し、長さ調整

（ 受 付 ）

サントリーウェルネス
一般

（事前・当日）

（レンタルポール）

② ④③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧



はじめてレッスン（体験会）参加者の対応
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実施内容

受付・レンタルポール受取りを終了した参加者から順に、50名程度のグループをつくり、
担当する指導員２名が空いているスペースに誘導 →グループごとに体験会を実施

■各グループに集まり、担当指導員紹介
↓

■ノルディック・ウォークの説明およびノルディック・ウォーク歩き方レクチャー
↓

■整理体操

ウォーキング編成

1グループ ⇒50名程度で編成 ※指導員が先導してグループを誘導する。

指 参 参 参 参 参 参 参 参 参 参
参 参 参 参 参 参 参 参 参 参
参 参 参 参 参 参 参 参 参 参
参 参 参 参 参 参 参 参 参 参

参 参 参 参 参 参 参 参 参 参 指



初めてレッスン（体験会） 実技進行シート
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10時00分～ 受付・レンタルポール受取り後、50名集まった順に班分け
各班で空いているスペースをみつけて体験会を開始（※対応指導員2名体制）
※各班で指導員及び実技フォロースタッフ引率のもと、実施場所まで移動

●ご挨拶・指導員のご紹介
「本日は第9回東京ノルディック・ウォークフェスタの初めてレッスンにご参加頂き
まして誠にありがとうございます。」 ～各班で担当指導員の自己紹介

●ノルディック・ウォークとは？
（ポイント：普通に歩くのとどう違う？その効果は？）

・端的に説明してください。（はきはきと、大きな声で）

ポイント！
・歩くとはどう違うの？
・どんな効果があるの？
・なぜ今、ノルディック・ウォークなの？
・ロコモア×ノルディック・ウォークで100歳になっても元気に歩ける身体づくり！

●ノルディック・ウォークの実技

（初めてノルディック・ウォークをする皆様を対象としたレッスンをお願いします）
・ポールの長さの調整（確認）
・ポールの付き方・歩き方と意識や姿勢についてのアドバイス
・メイン指導員がグループの先頭を歩き、サポート指導員がグループの中央・最後尾に
ついて管理する。

（指導員は全体の様子を見ながら、適宜指導しながら、グループがばらばらにならないように
安全確認・事故防止に努める事）

●クーリングダウン（ストレッチング

・終了した到着したグループごとにクーリングダウン（ストレッチング）を実施
→次の日に疲れを残さない。疲労回復を早める。

●レンタルポールの返却

・なるべく受付したテントに返却して頂く。
・そのまま少し公園を歩きたいなどご要望があった際は、レンタルポールのまま13時50分まではOK



3㎞コース参加者の対応
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〇 8時30分 受付開始
手指消毒・体調チェックシートの記入・提出

〇 9時45分 開会式
〇10時00分 ３㎞コーススタート
〇ゴール後、 景品受け渡し→自由解散



5㎞コース参加者の対応
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〇 8時30分 受付開始
手指消毒・体調チェックシートの記入・提出

〇10時00分 開会式
〇10時10分 5㎞コーススタート
〇ゴール後、 景品受け渡し→自由解散



10㎞コース参加者の対応
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〇 8時30分 受付開始
手指消毒・体調チェックシートの記入・提出

〇 9時45分 開会式
〇10時00分 10㎞コーススタート
〇ゴール後、 景品受け渡し→自由解散



誘導・矢貼りのポイント
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景品交換・IVV/JNWPLスタンプ
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

IVV・JNWPLスタンプ

景品交換（抽選番号001～200）

景品交換（抽選番号201～400）

景品交換（抽選番号401～600）

景品交換（抽選番号601～800）

景品交換（抽選番号801～1000）

景品交換（抽選番号1001～1300）

受付テントはスタート後に下記の通り
IVV・JNWPLスタンプと景品交換場所に変更する



一般参加者向けチラシ（表面）
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一般参加者向けチラシ（裏面）
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サントリーウェルネス向け ご招待案内状
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サントリーウェルネス向け フェスタ案内チラシ（表面）
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サントリーウェルネス向け フェスタ案内チラシ（裏面）
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サントリーウェルネス向け フェスタ申込はがき
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サントリーウェルネス向け フェスタ当選のご案内
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ご当選おめでとうございます 
 

この度は「第９回東京ノルディック・ウォークフェスタ 2022」への参加申し込みに 

ご応募いただき、誠にありがとうございました。 

受付の結果、お客様は「ご参加確定」となりましたのでご案内申しあげます。 

会場ご到着後は、総合受付にてこちらの「参加受付票」をご提示いただき、その場で 

レンタルポールを受け取り、次のご案内をお待ちください。 

また、当日は大抽選会を開催いたします。下記「抽選番号」が必要となりますので、 

本状をお持ちいただくようお願い申しあげます。 

抽選番号 

 

 

日時：2022 年 11 月 27 日（日） 8 時 30 分～受付開始 

会場：都立 小金井公園（いこいの広場） 

 

※土・日・祝日のご来園は、五日市街道が渋滞しますので、公共交通機関をご利用ください。 

※公道での小金井公園駐車場への入庫待ちはご遠慮くださいますよう、お願いいたします。 

また、混雑状況により、入庫規制をさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

************************************************************ 

●イベント参加に際してのご注意 

①当日の朝は必ず検温いただき、熱や体の調子が優れない場合は参加を見合わせて下さい。                     

②両手にポールを持って歩くので手荷物は控えリュックやウェストポーチを使用し手ぶら

の状態でご参加下さい。 

③参加当日は動きやすい服装・靴でお越しください。 

 尚、ペットボトル等の飲料水と汗拭きタオルも必ずご持参ください。 

④雨天時でもイベントは開催となり警報の発令が出ない限り実施いたします。 

★「第 9 回東京ノルディック・ウォークフェスタ 2022」 

お問い合わせ  第 9 回東京ノルディック・ウォークフェスタ実行委員会 

TEL：03-5878-1667  E-mail：shibata@nordic-walk.org 

        FAX：03-3877-7887 

 参加受付票 


　　　　　

ご当選おめでとうございます

この度は「第９回東京ノルディック・ウォークフェスタ2022」への参加申し込みに

ご応募いただき、誠にありがとうございました。

受付の結果、お客様は「ご参加確定」となりましたのでご案内申しあげます。

会場ご到着後は、総合受付にてこちらの「参加受付票」をご提示いただき、その場で

レンタルポールを受け取り、次のご案内をお待ちください。

また、当日は大抽選会を開催いたします。下記「抽選番号」が必要となりますので、

本状をお持ちいただくようお願い申しあげます。

抽選番号


日時：2022年11月27日（日）　8時30分～受付開始

会場：都立　小金井公園（いこいの広場）

※土・日・祝日のご来園は、五日市街道が渋滞しますので、公共交通機関をご利用ください。
※公道での小金井公園駐車場への入庫待ちはご遠慮くださいますよう、お願いいたします。
また、混雑状況により、入庫規制をさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

************************************************************


●イベント参加に際してのご注意

①当日の朝は必ず検温いただき、熱や体の調子が優れない場合は参加を見合わせて下さい。                    

②両手にポールを持って歩くので手荷物は控えリュックやウェストポーチを使用し手ぶらの状態でご参加下さい。

③参加当日は動きやすい服装・靴でお越しください。

　尚、ペットボトル等の飲料水と汗拭きタオルも必ずご持参ください。

④雨天時でもイベントは開催となり警報の発令が出ない限り実施いたします。

★「第9回東京ノルディック・ウォークフェスタ2022」

お問い合わせ　　第9回東京ノルディック・ウォークフェスタ実行委員会

TEL：03-5878-1667　 E-mail：shibata@nordic-walk.org

　　　　　　　　FAX：03-3877-7887

参加受付票
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28

荒天によるイベント中止時の対応

天候などによる中止判断について

前日に実施日当日が、大雨や台風などが予想される場合は、
前日の15:00に 実行委員会での協議により、中止の判断を行う。

参加者への連絡フロー

前日にイベント中止が決定した場合、下記に中止のご案内掲載を行う。

一般社団法人
東京都ノルディック・ウォーク連盟

〇ホームページ
https://www.Nordic-walk.org

〇Facebookページ
https://www.facebook.com/jnwl.tokyo

https://www.nordic-walk.org/
https://www.facebook.com/jnwl.tokyo
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災害時対応

地震発生時の対応

ウォーキング実施中に地震が発生した際は下記のフローで対応します。

実施中止の指示・安全確保ウォーキングを再開
問題ない規模の場合 避難が必要な場合

ウォーキング中に地震が発生した場合（緊急地震速報を受信した場合）

参加者の身の安全を確保するため、なるべく広い場所に移動、頭を保護し、身をかがめる
※運営管理は地震情報の収集を行う

気象庁／http://www.jma.go.jp/jp/quake/

収集した情報をもと実行委員で対策を協議協議した対策を
シーバーで各指導員に伝達

小金井公園の広いエリアに移動

一次避難

解散し、帰宅いただく
帰宅が困難な場合落着いたら

※各指導員は本部にシーバーで各グループの安否状況など情報を伝達

※園内アナウンスが流れた場合、アナウンスの指示に従い避難する

http://www.jma.go.jp/jp/quake/
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上記の兆候が発生した場合、運営管理から各指導員にウォーキング中断の指示を伝達

木がまばらな公園内は危険な場所になるので、下記の対応をとる

落雷時の対応

ウォーキング実施中に雷に関する下記の予兆が見られた場合、下記のフローで対応します。

■予兆現象
・モクモクと発達した一群の積乱雲の発生
・突風がふくとともに気温が下がり、やがて激しい雨がともなった場合
・雷警報器のアラームがなる

■落雷
・雷鳴、雷光
→ 雷鳴は約10ｋｍしか届かないが、雷は20km先にも落雷する可能性がある雷

鳴が聞こえたら、現在地に落雷する可能性がある

高さ４～３０mの樹木や電柱などの
保護範囲内（半径４m以上１０m程度以内）で

姿勢を低くし、指で両耳をふさぐ

即座に建物内に避難

近くに建物がない場合

近くに建物がある場合

移動できたら 雷が落ち着いたら

雷がおさまって２０分以上たったら、
実行委員会が協議し、問題なければ各指導員に再開を伝達

雷が落ち着いたら

各指導員は参加者を公園内に戻し、ウォーキングを再開

※園内アナウンスが流れた場合、アナウンスの指示に従い避難する
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緊急時連絡体制

＜情報の流れ＞
緊急を要する判断は、自分で判断せずに速やかに実行委員長へ
どういう状況かということを詳細に報告。
実行委員長は管理者に報告し、指示を待ち、対応する。

■不審物（者）の発見
•各自で絶対に手を触れず（対応）せず、速やかに運営統括ディレクター
へ場所・形状などを詳しく報告。（お客様に不安を与えないよう気を付ける）

■火災／ボヤの発見
•速やかに運営管理ディレクターへ報告し、指示に従って初期消火活動を行う。
※消火体制は前もって確認しておくこと。
お客様に危険のないよう、誘導・整理を行う。

■ケガ人／急病人
•ケガ人・急病人がでた場合、症状などを確認後、運営統括ディレクターへ報告、デ
ィレクターは看護師に連絡し対応を依頼。
※救護室は使用可能だが、対応は運営側で行う必要があるとのこと
看護師が応急できないと判断した場合は、救急車を呼び病院にて処置を行う。

■施設などの破壊・故障
•絶対に手を触れず、速やかに運営統括ディレクターもしくは、 施
設担当者（公園事務所）へ場所・形状などを詳しく報告。

•お客様に危険が及ばないよう、誘導・整理を行う。



緊急時対応
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その他緊急対応
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不審者対応フロー

ウォーキング実施中に不審者を発見、遭遇した場合、下記のフローで対応します。

参加者に危害を加えるなど、切迫して
危険にさらされた場合は警察を待たず

対応しなければならない場合
凶器を持っていることもあ
るため、極力警察の到着
をまつこと

警察の到着を待つ 警察の到着を待てない場合

ウォーキング中に不審者を発見・遭遇

まずは参加者の安全確保を優先するため、不審者から参加者を遠ざけることを優先
する同時に１１０番をし、警察の不審者発見の連絡をする

※場所、不審者の特徴（身長・服装・人相など）、状況を伝える

収集した情報をもと実行委員会で対策を協議協議した対
策をシーバーで各指導員に伝達
※運営管理にもシーバーで報告

指導員および男性参加者の協力を得てで
きる限り大人数で立ち向かうこと

素手で対処するのは危険であるため必
ず持っているポールなどを使って対応警察が到着

警察に対応を引き継ぐ

取り押さえたら警察の到着を待つ

警察が到着
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