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主催 

一般社団法人 OSAKA あかるクラブ 



◆ご挨拶 

この度は Osaka Great Santa Run 2016へのご支援・ご協力を賜り、誠に有難うございました。現在、各病院さんのプレ

イルーム等で使ってもらうおもちゃ等の手配を引き続き行っていますが、子どもたちへのプレゼントのお届けは昨年のクリ

スマス、2016年 12月 23日をもって無事終了したことをご報告させて頂きます。 

これらは全て参加者の皆様をはじめ、関わってくださった全ての方の温かいご支援のお陰であり、感謝の気持ちでいっぱ

いです。本当に有難うございました。 

2016年は開催以来、初めての雨となりました。流石にお天気がここまで悪いと当日の参加者が激減するのではと思って

いましたが、雨にもかかわらずスタッフの想像を超える約 5,000名の方が会場に駆けつけてくださいました。また沢山の

方から「雨でも参加します！」「小さい子どもがいるので参加はできませんが、寄付ができたので良かったです」といった声

をいただき、単なるファン・ランイベントでなく、チャリティイベントであること、そしてその趣旨に賛同してくださっている皆さ

んの気持ちを改めて強く感じることができました。雨だからこそ気付けたことも多く、良かったと今では思っています。 

一時期のファン・ランブームが少し翳りをみせ、Osaka Great Santa Run としての参加者も一時期と比べると少なくなりま

した。しかし、チャリティイベントとしては長く続くことで、病気と闘う子どもたちやご家族を長きにわたって応援できるイベン

トでありたいと思っています。今後ともご支援・ご協力の程、宜しくお願い致します。 

一般社団法人 OSAKAあかるクラブ  

Osaka Great Santa Run 発起人 矢野 舞 

 

◆開催内容 

日時  ：2016年 11月 27日（日） 10：00～16：00  

会場  ：大阪城公園・太陽の広場 

参加人数 ：6,018名（チケット販売数） 

参加費  ：大人 3,240円 / 高校生・大学生 2,160円 / 中学生以下 1,080円 

※参加費にはサンタクロースの衣装を含む（中学生以下は帽子のみ） 

チャリティ先 ：大阪大学医学部附属病院小児医療センター 115名分 

：大阪府立母子保健総合医療センター 280名分 

  ：大阪府立急性期・総合医療センター 87名分 

  ：大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 39名分 

  ：大阪府立精神医療センター 45名分 

：大阪市総合医療センター 185名分 

：大阪市立大学医学部附属病院 小児科 46名分 

：兵庫県立こども病院 ※ 

：京都大学医学部附属病院 小児科 ※ 

※2病院については個別プレゼントがなく、病棟用のおもちゃのみ 

チャリティ方法 ：797名分の個別プレゼント以外に、余ったお金は各病院の小児科で必要とされているもの 

（アニメＤＶＤやおままごとセット等）の要望を各々確認し購入 

    

◆後援 

大阪府/大阪市/大阪府教育委員会/大阪市教育委員会/一般社団法人大阪府医師会/ 

一般社団法人大阪府私立病院協会/公益社団法人大阪府看護協会/大阪観光局/大阪商工会議所/ 

公益社団法人関西経済連合会/大阪私立中学校高等学校連合会/大阪府私立小学校連合会/ 

一般社団法人大阪府私立幼稚園連盟/一般社団法人大阪市私立幼稚園連合会/一般社団法人大阪市私立保育園連盟 

 



◆ご協力いただいた皆様（敬称略・順不同） 

＜スペシャルパートナー＞  

コカ・コーラ ウエスト株式会社 / 株式会社カーポートマルゼン 

＜ゴールドパートナー＞ 

  株式会社アインファーマシーズ / シーホネンス株式会社 / ロート製薬株式会社 

＜オフィシャルパートナー＞ 

  大丸心斎橋店 / テルモ株式会社 / 日本メドトロニック株式会社 / ヤフー株式会社 / 

  医療法人誠仁会 りょうき歯科クリニック  

＜オフィシャルサポーター＞ 

  CSLベーリング株式会社 / エドワーズライフサイエンス株式会社 / 大阪西ロータリークラブ / 

  ジョンソン・エンド・ジョンソン社会貢献委員会 / 小西医療機器株式会社 / ニプロ株式会社 / 

  株式会社アプライドメディカルリサーチ / 大阪重粒子線施設管理株式会社 /大塚製薬株式会社 / 

小野薬品工業株式会社 /株式会社ジェイ・エム・エス / 株式会社シーエスアート / 

株式会社島津製作所 / 泉工医科工業株式会社 / センチュリーメディカル株式会社 / 

セント・ジュード・メディカル株式会社 / 株式会社ダテ・メディカルサービス /    

日本光電株式会社 / 日本ライフライン株式会社 / ノバルティスファーマ株式会社 /  

東宝塚さとう病院 / 宮野医療機器株式会社 / リーガロイヤルホテル（大阪）/  

株式会社メディコスヒラタ 

＜サンタサポーター＞ 

  江崎グリコ株式会社 / 田辺三菱製薬株式会社 / グンゼスポーツ株式会社 / 株式会社林庄 / 

  UHA 味覚糖 / サラヤ株式会社 / 大阪商工信用金庫 / 大阪市交通局 / 阪急電鉄株式会社 /  

大阪エヴェッサ / キリンビールマーケティング株式会社 / 株式会社フォーバル 関西支社 /  

株式会社ボウンディア 

＜協力＞ グルメサミット実行委員会 / 一般社団法人テラプロジェクト / 株式会社マザープラス 

＜救護＞ 大阪大学医学部附属病院 及び 独立行政法人 地域医療機能推進機構(JCHO)大阪病院 の 

  ドクター及び看護師の皆さん 

＜デザイン＞ 高橋 善丸 

＜撮影協力＞ 株式会社 Nice B / 株式会社七彩工房 

 

  

http://www.cmi.co.jp/


      

◆メディア掲載情報 

＜新聞＞ 

11 月 4 日掲載 

大阪日日新聞   20 面（※右写真参照） 

スポーツニッポン 20 面 

サンケイスポーツ 22 面 

デイリースポーツ 23 面 

スポーツ報知  25 面 

11 月 25 日掲載 

産経新聞（大阪） 

11 月 28 日掲載 

朝日新聞   28 面 

読売新聞   31 面（※下記写真参照） 

毎日新聞   29 面 

大阪日日新聞  20 面 

スポーツニッポン 22 面 

サンケイスポーツ 25 面 

スポーツ報知  21 面 

 

＜TV＞ 

11 月 25 日放映 

よみうりテレビ かんさい情報ネット ten.  18：15～19：00（露出時間 0:00:40） 

11 月 27 日放映 

NHK 総合大阪 ニュース   12：00～12：15（露出時間 0:01:23） 

NHK 総合 ニュース   15：00～15：05（露出時間 0:01:26）※東京 

テレビ東京 TXN ニュース   17：20～17：30（露出時間 0:00:33）※東京 

ＴＢＳ  N スタ    17：30～18：00（露出時間 0:00:40）※東京 

関西テレビ FNN みんなのニュース  17：30～18：00（露出時間 0:01:08） 

朝日放送 報道ステーション SUNDAY 16：30～17：55（露出時間 0:00:54） 

テレビ大阪 ニュースリアルプラス  22：42～22：48（露出時間 0:00:56） 

11 月 28 日放映 

よみうりテレビ 朝生ワイド す・またん！  05：20～06：00（露出時間 0:00:44） 

ＴＢＳ  あさチャン！   05：25～08：00（露出時間 0:00:37）※東京  



よみうりテレビ かんさい情報ネット ten.  15：50～17：53（露出時間 0:14:46）※下記参照 

関西テレビ みんなのニュース ワンダー 16：47～17：53（露出時間 0:00:51） 

12 月 18 日放映 

フジテレビ Mr.サンデー   22：00～23：15（露出時間 0:20:50）※東京  

  

＜Web＞ ※2016 年 11 月 28 日アクセス  

◆YAHOO！ニュース 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161127-00000048-mai-soci 

◆ABC WEB NEWS 

http://webnews.asahi.co.jp/abc_2_006_20161127006.html 

◆毎日新聞 

http://mainichi.jp/articles/20161128/k00/00m/040/060000c 

◆テレビ東京 

http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/txn/news_txn/post_122244 

◆スポニチ 

http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2016/11/27/kiji/K20161127013803200.html 

◆livedoor ニュース 

http://news.livedoor.com/article/detail/12338750/ 

◆MBS 毎日放送 

http://www.mbs.jp/news/national/20161127/00000028.shtml 

◆関西テレビ放送 

http://www.ktv.jp/news/date/20161127.html#0550806 

◆NHK オンライン 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161127/k10010785951000.html 

◆YTV 読売テレビ 

http://www.ytv.co.jp/press/kansai/D14378.html         他、転載を含めると約 100 件 

 

＜その他＞ 

読売ファミリー 大阪北版 11 月 2 日号 3 面 

阪急電鉄株式会社 TOKK 11 月号（フリーペーパー） 

よ～も中百舌鳥 10月 16日発行 第 13号 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161127-00000048-mai-soci
http://webnews.asahi.co.jp/abc_2_006_20161127006.html
http://mainichi.jp/articles/20161128/k00/00m/040/060000c
http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/txn/news_txn/post_122244
http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2016/11/27/kiji/K20161127013803200.html
http://news.livedoor.com/article/detail/12338750/
http://www.mbs.jp/news/national/20161127/00000028.shtml
http://www.ktv.jp/news/date/20161127.html#0550806
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161127/k10010785951000.html
http://www.ytv.co.jp/press/kansai/D14378.html


   

Osaka Great Santa Run ちらし



＜e＋アンケート集計＞※e＋(Web経由)の購入者対象 

 

Q1. どなたと参加されますか？ 

  件数 枚数 

友人・知人と 3名以上で 535 1,423 

家族で 483 1,214 

友人・知人と 2人で 263 485 

夫婦 2人で・カップルで 132 243 

会社の同僚と 95 301 

1人で 66 67 

合計 1,574  3,733  

  

Q2. 何回目の参加ですか？ 

  件数 枚数 

初めて 963 2,244 

2回 327 794 

3回～5回 271 662 

6回以上 13 33 

合計 1,574 3,733 

  

Q3. 今年のイベント開催を知ったきっかけは？ 

  件数 枚数 

知人からの口コミ 481 1,083 

公式 Webサイト・公式メルマガ 401 972 

facebook 308 735 

その他 171 414 

ポスター・チラシ 88 210 

ｅ＋ 37 90 

新聞 31 77 

雑誌・フリーペーパー 29 75 

ラジオ 14 44 

キッズ時計 11 25 

マザープラス 3 8 

合計 1,574 3,733 

 



＜11月 27日@大阪城公園＞ 

  

    

   

 



＜病院訪問の様子＞ 

  

  

  

  


