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駐車場

この辺りで、遠野まごころネット
から歩いて約50分くらい

この辺りで、遠野まごころネット
から歩いて約10分くらい

駅前から、遠野まごころネットまで
歩いて約20～25分くらい旧ワカバ電装 

遠野まごころネット
岩手県遠野市遠野町28地割 5
TEL 0198-62-1001
（お問い合わせ8：30～18：00月曜休）

●

男女別仮設シャワー
（予約制15分／100円+α）
入浴のみ500円
24時間利用可
11月～4月下旬は凍結の恐れ
があるため利用できません。
10時～21時30分（630円）
第一火曜日休
9時～20時（ボランティア150円）
（月・祝・年末年始休）
10時～21時（540円）
（最終入館20時）毎月第四月曜休

遠野のお風呂

遠野まごころネット

遠野駅前ホテル
きくゆう
遠野市観光交流
センター （駅前）

踊鹿温泉 天の湯

清養園保養センター
余熱の湯

たかむろ水光園

早朝の買い出しは困難ですので、必要な物は事前にご準備ください。

徒
歩
圏
内

お
車
で

9時30分～20時（1/1休）
9時～22時（年中無休）
8時～21時（月1回日曜休）
9時～20時

お 買 い 物
とぴあ （スーパー）
アクティ （スーパー）
サンマル （スーパー）
ホーマック （ホームセンター）

※今まで多くのボランティアさん達が、お世話
になった遠野駅裏の銭湯「亀の湯」は、
2014年5月閉館いたしました。

周辺マップ
夕方からの自由時間は、夕食、買い物、お風呂、洗濯の時間です。
翌日の朝食はお店で買っておきましょう。

サンタが100人

　震災の記憶が風化しつつある今、このプロジェクトを通じて被災地の
子ども達、そしておとな達に、「忘れてはいない !」という励ましのメッセー
ジを送ることです。被災地の現状（プレゼント配布の在り方も変化して
います）を発信することもまた趣旨の一つです。 

●寂しい思いをしているかもしれない子供達にプレゼントと笑顔を届ける

●そんな子供達の周りにいる家族の人達にも、まごころネットのボランティアがプレゼントと笑顔を送る

●被災地の現状を、世の中に、また新しく来ていただく方々に知っていただく

●ボランティアが少なくなっていく中で、新しいボランティア達を発掘し、リピーターとして育てていくこと

イベントの
目的

1.	宿泊所の管理人の指示には必
ず従うこと。

2.	消灯時間、ゴミの分別方法、ト
イレの使い方を守りましょう。

3.	朝 6時前に目覚ましのアラー
ムはかけないでください。

	 また音を立てる行為もしない
ようにしてください。

4.	朝礼の時刻等、集合時間は守
りましょう。

5.	宿泊場所によって設備やルール
が違います。必ず守りましょう。

宿泊所では大勢の人との共同生活になります。お互いに譲り合いの気持ちを持って生活しましょう。
宿泊時
の注意
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この
プロジェクトの
きっかけ

やってきた!

きっかけは関東のボランティアKさんが震災直後に陸前高田市の避難所に派遣された看護師
さんのブログを目にされたことでした。
避難所で看護師さんと仲良くなった小さな女の子が、お願いしてきたそうです。
「また冬になったらサンタさん来てくれるかな？　おうちなくなっちゃったけどサンタさん、
プレゼント持って帰ってしまわないようにお姉ちゃんから言っておいて」と。
思わず口にした「なにが欲しい？」との問いかけに、女の子の返事は「おうちとママ」。
母親は、女の子が大事にしていたお人形や絵本の入ったリュックを抱えて亡くなっていたの
だそうです。
３月11日の震災は、試練というにはあまりにもむごすぎる体験を子どもたちに与えました。
発災から３年と8か月以上が経過していますが、心の傷はまだ消えていません。
子どもたちが、そしておとな達も、少しでも笑顔になれるようなクリスマスを今年もプレゼ
ントしたいと思います。

※この期間は他のボランティア活動はありません。

お願い　
ボランティアセンターは住宅街にあります。住民の方々に迷惑のかからないように
気配りをお願いいたします。特に早朝に騒がしくしたりしないでください。

まごころネット
東京報告会
作成資料

2014.12 風化STOP

出発前には、必ずホームページで最新情報を確認しましょう。
遠野まごころネット公式サイト（http：//tonomagokoro.net/）

●ボランティアセンターで宿泊できます。
　（寝袋が必要です）
　※定員オーバーの場合は別の場所を確保します。
●男女別仮設シャワー（予約制15分6：30〜
21：30／100円+α）

●電子レンジ、給湯器はご自由にお使いください。
●コンセントは数カ所ありますが、譲り
合って使いましょう。

●館内は禁煙です。（喫煙所は屋外にあります）
●レンタル自転車1回100円
　男女別乾燥機1時間100円
■TV、食堂、救護室などはございません。

ボランティアセンターの設備 集団生活の場です。周りの方への気遣いを忘れないようにしましょう。

◀
男性部屋（畳）。
カベ側が荷物
置場です。
夕 方 の 全 体
ミーティング
もここで。

岩手県三陸沿岸の被災地を中心に、ボランティアが扮する
100人のサンタクロースがクリスマスプレゼントを配ります。

お車で
お越しの方
のご注意

●駐車場はボランティアセンターより徒歩1分の場所に
あります。ご利用の際は受付時にお申し出ください。
　※ボランティアセンター建物の周りは
駐車できません。

●駐車場での車中泊禁止・アイドリング
禁止です。 男女別水洗トイレ▶

23 火祝・
大槌町

24 水
陸前高田市

25 木
釜石市

2014年12月開催日
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100人サンタの一日の流れ
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サンタは楽しいイベントですが、
活動場所はあくまでも被災地です。
控えめな服装を心がけてご参加ください。

サンタの服装について
サンタの衣装は各自でご用意ください

ナチュラルメイクで。
派手な化粧はNG!

露出は控えめに。
スカートタイプの
衣装は下にズボン
をはいてください。

足場は悪いです。
必ず雪道対応の靴で !

ビブスは現場の指示により
着用する場合があります。
※�ビブスは出発前に、
　貸し出されます。最低気温は

-10℃前後！

防寒対策も

わすれずに

□ボランティア活動保険加入カード
　（または災害ボランティア保険領収書や控え）
□身分証明書（免許書・保険証など）
□誓約書ならびに免責同意書
□参加費
□サンタの衣装（トナカイもOKです）
　※サンタ袋は今回はお持ちいただかなくてもOKです
□寝袋（冬用耐久温度 -5℃くらいがBest）
　（ボランティアセンターでは寝具の用意は
しておりません）

□防寒の服装・アイテム
　（12月の遠野市の最低気温は0度を下回ります）
□昼食代（500〜 1,000 円。被災地のお
店を利用し、経済支援します）

□雨具（少々の雨雪の場合は決行します）
□汗や雨等で濡れた際の着替え
□その他、必要な生活用品はご自身でご用意ください。

持ち物リスト

プレゼントはまごころネットが用意します

▶ボランティア活動保険の加入
　　ご自宅近くの社会福祉協議会（社協）でボラ
ンティア保険（天災タイプ）にご加入ください。
▶身分証明書	（運転免許証や健康保険証など）
▶事前登録と「誓約書ならびに免責同意書」
　　ホームページの応募フォームよりお申込み
ください。また、誓約書をダウンロード・プ
リントアウトし、内容をよく読んでご署名の
上、スタッフにお渡しください。再訪の方も
ご提出ください。
▶参加費
　期間中のボランティア活動協力費は、
　会員の方・一般の方は一日2,000円、
　学生の方は一日1,000円
　とさせていただきます。
　（半額が活動費、半額が被災地への支援費で
す）。受付の際にお支払いください。

必ず必要なもの

内　容時間

大槌 
釜石 

陸前高田

遠野

岩手県

●起床
　※6：00以前の目覚まし時計のセットは禁止です。
　　現場に出る前に荷物を部屋の隅へ移動して下さい。
●受付（ボランティアセンターにて行います）　
●朝食、身支度、サンタ衣装への着替えなど。

●出発式　その後、現場への振り分けが行われます。
●現地へ出発　各エリアの隊長の指示に従い行動してください。

●午前の活動
●昼休憩（場所や活動内容により、休憩開始時刻や時間は変わります）
●午後の活動
●活動終了・片付け等

●ボランティアセンター着
●ミーティング
●当日、お帰りになる方は適宜支度をして解散。

●自由時間　夕食、お風呂、買い物、明日の準備など
●翌日の朝食を購入してください。
●消灯　※携帯電話は着信音・バイブを消すこと。

昼食は被災地を経済支援するため、現地で購入いたします。
※アレルギーをお持ちの方やベジタリアンの方はお申し
　出ください。別途対応させていただきます。

●本プロジェクトは被災地復興を支援するボラン
ティア活動です。ボランティア活動の経験有無を
問わず、その意義を感じていただければ幸いです。
参加者一人一人が協力し助け合うことでより素晴
らしい催しとなります。

●クリスマスの頃の遠野は、すでに雪が降るのがめ
ずらしくないシーズンに入っています。最低気温
は -10℃前後で、大変寒いです。防寒対策（ダ
ウンなど真冬用衣料や、使い捨てカイロ等）・防
雪対策（防水性があり、暖かく、滑りにくいハイ
カットの靴等）を十分にしてください。

●本企画には大勢の方が参加されます。スムーズな
運営には、参加される皆様のご協力が欠かせませ
ん。場合によっては裏方にまわっていただくこと
や遠野に留まっていただくこともあるかも知れま
せん。常に団体行動であることをご理解いただき、
チームプレーに徹していただけますようご理解を
お願いいたします。

●皆様が訪れるのは、被災地です。たいへん辛い思
いをした方が大勢いらっしゃいます。楽しく活動
していただくのはけっこうですが、くれぐれも大
声で笑ったり、騒いだりしないようお願いいたし
ます。活動中、被災現地での写真撮影は、現場の
リーダーの指示に従い、節度ある態度でお願いい
たします。

●受付および活動において、本プロジェクトの定め
る手順や注意事項に反する場合、又その恐れがあ
ると判断される場合は、活動参加をご遠慮いただ
きますことをご承知おきください。

●予算の都合上、遠野まごころネットでは首都圏や
関西からのサンタバスは運行いたしませんが、岩
手県北観光様が東京 /横浜発のバスツアーを運行
されます。

●東日本大震災の発生から3年と8か月以上が経
ち、社会の関心が薄れると同時に、このイベント
への寄付も集まりづらくなっています。現時点で
は開催に必要な額はまったく集まっていません。
どうぞお住まいの地域でご寄付を呼びかけてくだ
さい。被災地に来られる方だけでなく、後方支援
をしてくださる方も、サンタです。

注意事項

　この活動は被災者の方と直接接することもある
ので、ボランティア活動の中でも難しい活動であ
ることをご理解ください。サンタの皆さんには以
下の注意事項を守ってくださるようお願いします。

皆さんが訪れるのは、被災地です。
思いやりと寄り添う気持ちを忘れずに活動してください。

寄り
添う気持ちが

大切
です

※各コース、定員になり次第募集を締め切りますので、お早めにご応募ください !（また、参加は1名様ずつお受
けしております。団体様においても、お一人ずつ個人応募をしていただきますので予めご承知ください）

100人サンタの申し込み方法
遠野まごころネットのホームページ（http://tonomagokoro.net/archives/53824）の
手順に従ってご応募ください

参加される方は、必ず事前登録してください。
当日は朝6時半と前日夕方16時半
に遠野本部で参加受付を行います。
　当日朝はかなりの混雑が予想されま
す。できるだけ前日夕方にお済ませ
ください（時間厳守でお願いいたしま
す）。時間内の到着が難しい場合は事
前の連絡をお願い致します。 

活動場所によってスケジュールが異なります

宿泊場所、活動場所、天候、交通事情によって、
スケジュールが変更になる場合があります。

プレゼントの渡し方
は、配布場所によって
異なります。隊長の指
示に従ってプレゼン
トを配りましょう。

ボランティアセンター
到着後の受付について
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