
24 Hour Race Information 

Hello everyone, 

We are student representatives from the 24 Hour Race Hiroshima 2021 organising committee, Airi (Gr11)               
and Erin (Gr11).  

The 24 Hour Race is a student-led fundraising event based on a movement that started in Hong Kong in                   
2010. A team of 8 runners will run for 24 hours in relay to raise awareness of human trafficking and to                     
fundraise donations. The money funded will be donated directly to the A21, an organisation based in                
Malaysia. The race has been hosted in many countries and the Hiroshima race would be the 11th race in                   
the organisation’s 10-year history. As of 2020, we have gathered a donation of 122,000,000 yen and have                 
saved more than 2,000 victims from crises such as human trafficking, forced labor and child labor. 

Hiroshima International School is planning to hold the 24 Hour Race in March next year, and we are                  
looking for sponsors that are willing to collaborate with us.  

As our main goal is to raise money to combat human trafficking, we are trying to keep our expenditure                   
low, when it comes to items for the event itself. We are currently in trouble finding sponsors and we                   
would like to ask for your help.  

Some of the items that we will be needing include, but are not limited to: 
 

 
It would be greatly appreciated if your company/you would be able to provide any of the things listed                  
and/or any other services/items that you may desire to donate. If you know some companies who are                 
willing to support us, please let us know as well. This list is subject to change but any items would be                     
appreciated. 
 

Food（breakfast, lunch, dinner,   
snack） 

Snacks, bread, fruits, Bento(lunchbox) etc... 

Drinks Bottled water, tea, sports drink, juice etc... 

Clothes Tshirts, sportswear, sox, sneakers etc... 

Sports equipment Water Bottle and more 

Medical related Mask, bandage, hand sanitizer, deodorant, Salonpas etc... 

Financial donation 10% of the money donated would be used towards the race itself,            

while the other 90% will be donated to A21         

(https://www.a21.org/index.php?site=true). 

 



Please contact erinh@hiroshima-is.ac.jp if you are interested in donating or helping out at the              
event itself.  
 

JAPANESE 

　皆さん、こんにちは。11年生の平川恵鈴と古居愛梨です。 

　24 Hour Race とは香港に拠点を置くチャリティー団体で、反奴隷運動を訴えるために24時間   

走る活動を世界中で行っています。この運動は2010年に香港で始まり、今ではシンガポールや

サンフランシスコを始めとする世界各国での10都市で活動をしています。主な活動の目的は24 

Hour Race (1チーム8人で24時間走り続けるチャリティーマラソン)を開催し、人々に注目してい  

ただくことで現在でも世界中で存在している奴隷の現状を多くの人に知ってもらうことです。

2010年から現在まで、世界中の企業様のご協力の結果122,000,000円の寄付を募り、2000人以上

を人身売買、強制労働、児童労働などの危機から救うことができました。 

　広島インターナショナルスクールでは私達生徒を中心に来年3月に24 Hour Race（24時間レー  

ス）の開催を計画しており、趣旨にご賛同下さり、イベントを一緒に盛り上げていただける協

賛企業様を募集しています。このレースで募った募金は全てA21　

(https://www.a21.org/index.php?site=true) に寄付し、危機的状況にある人々を救う手助けをしたい 

と思っています。 

　今、私たちはスポンサーが思ったよりも集まらなくて困っています。もし、皆さんの中で寄

付してもいいよと言う方、もしくはどなたか企業・個人として寄付してくださる方がいらっ

しゃったら、erinh@hiroshima-is.ac.jpまでご連絡ください。　 

私達はイベントを運営するにあたって以下のような寄付を募っています。 

食品（朝、昼、軽、夕、夜食） お菓子、パン、フルーツ、お弁当など 

飲料 ミネラルウォーター、お茶、スポーツドリンク、ジュース
など 

衣類 Tシャツ、スポーツウェア、靴下、スニーカーなど 

スポーツ用品 水筒など 

医療品・医薬品 マスク、絆創膏、湿布、消毒液、制汗剤など 

mailto:erinh@hiroshima-is.ac.jp


 

もし、ご寄付をいただけた場合は協賛として御社のお名前をポスターやユニフォーム等に記載

させていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

Please follow our social media accounts/SNSのフォローもよろしくお願いします 

 

募金 10%はレースの運営資金として使われます。 
90%はA21の活動費として寄付されます。 


