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駅前事務所の周辺にコンビニはございません。
とくに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。

遠野まごころネット　駅前事務所

〒028-0522　岩手県遠野市新穀町2-3
電話・FAX：0198-62-1010
e-mail：tonomagokoro@gmail.com
遠野駅より徒歩1分

参加前日は 16：30～17：30、
参加当日は朝 6：30～  7：15に受付

受付はこちら！

遠野まごころネット　本部事務局
〒028-0542　岩手県遠野市早瀬町2-5-57
電話：0198-62-1001
FAX：0198-62-1002
e-mail：tonomagokoro@gmail.com
遠野駅より徒歩10分

至新花巻

遠野市まちおこしセンター
「あすもあ遠野」
着替えはこちら

「まごころサンタ基金」ご支援のお願い

周辺
マップ サンタが100人

　東日本大震災発生の 2011 年から開催してきた「サンタが 100 人やってきた！」も、
今年で5回目を迎えることになりました。 この12月で発災から4年9か月以上となり、
被災地の現状も少しずつ変化しています。岩手県被災地では、物資配布、炊き出し、瓦
礫撤去といった緊急支援活動は必要ありません。今、必要とされているのは産業・雇用
の創出やコミュニティの再建など地域振興です。今年の「サンタが100人やってきた！」
では、プレゼントの配布も行いますが、それ以上にイベントを通じて地元の方と交流し
たり、地元の商店を利用したりすることで地域を活性化することに重点を置きます。

やってきた!

　東日本大震災の発生から 4 年と 9 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。

※ 遠 野 本 部（ 岩 手 県 遠 野 市 早 瀬 町 2-5-57・
0198-62-1001）や駅前事務所（岩手県遠
野市新穀町 2-3・0198-62-1010）、東京事
務所（東京都千代田区神田東松下町 19・03-
6206-4697 ／ JR 神田駅から徒歩 5 分・地
下鉄岩本町駅から徒歩 2 分）に直接お持ちいた
だいてもけっこうです。

※ 国 際 郵 便 為 替（international postal money 
order）等を使った海外からのご寄付も歓迎い
たします。

※ 領 収 書 の 発 行 を ご 希 望 の 方 は 本 部 事 務 局
（0198-62-1001・tonomagokoro@gmail.
com）までお申し付けください（お名前、ご住所、
電話番号、入金日、入金額をお知らせください）。

遠野まごころネットは本部を移転いたしました
　新しい施設での業務は、12月1日（火）より開始いたし
ました。ボランティア募集も再開いたしました。
　定休は現在のところ設けていません。また、駅前事務
所はスタッフ不在のことがございますので、ご来所の際
は事前にご連絡いただきますようお願いいたします。

新本部で体制を固め、より効率的な活動を行ってまいりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

●本部事務局／9：00 〜 18：00
　事務関係の業務全般はこちらでおこないます。
●駅前事務所／8：30 〜 18：00
　ボランティア受付はこちらでおこないます。
　遠野まごころネットの商品の販売もおこないます。

　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 4 年と 9 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。

このプロジェクトのきっかけ

■ご寄付の振込先
　岩手銀行　遠野支店
　普通預金： ２０５１７３０
　口 座 名 ： トクヒ）トオノマゴコロネット

●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。
●駐車場はございません　
宿泊先か、駅前の市営駐車場等
をご利用ください。

まごころネット
東京報告会
作成資料

2015.12 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/）

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。

◀︎本部
　事務局

▼駅前
　事務所
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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持ち物について
サンタの衣装は各自でご用意ください

朝集合時、着替えはなるべくしてきてください。
遠野駅前の「遠野市まちおこしセンター『あすもあ遠野』」
をご利用いただけますが混雑が予想されます。
詳細は受付の際にご案内させていただきます。

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。

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
　平成 27 年度ボランティア活動保険（天災プ

ラン必須）加入の証明（カードや控え等）

□身分証明書 （運転免許証や健康保険証など）

□誓約書ならびに免責同意書
　署名をお忘れなく。再訪の方もご提出ください。

□参加費（ボランティア活動協力費）
　期間中のボランティア活動協力費は、以下の

通りです。
　23 日（水）： 一般の方は1日1,000円
　　　　　　　	会員・学生の方は1日500円
	 　　　　	 高校生以下は無料
　24 日（木）： 一律1,000円
　25 日（金）： 一律1,000円

受付時に必要なもの

●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。

●スカートタイプのサンタ服を着る方は、スカート
の下にズボンを必ず着用してください。

●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。

●当日のプレゼント配布予定地は変更される場合が
ございますのでご了承ください。

●活動当日の朝食のご用意は駅前事務所へお越しに
なる前にお済ませください。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。

●当日は概ね 17：00 までに活動終了・解散の予
定です。後片付けや天候など状況によって遅くな
ることもあり得ます。

●この時期は感染症等が広まりやすい時期ですので、
体調の悪い方は必ず早めにスタッフまで連絡下さい。

注意事項

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

□作業着等、通常の活動でお願いしている装備
は必要ございません。サンタ or トナカイの
コスチュームをご持参ください。コスチュー
ムは節度をもったものでお願いいたします。

□防寒着・防寒下着・手袋・カイロ（冬の岩手
は大変、大変寒いです）

□サンタ袋は今回はお持ちいた
だかなくてけっこうです

□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
□たかむろ水光園様をご利用の方
　冬用の寝袋、タオルなどのア

メニティなど
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。

最低気
温は

-10℃
前後！

防寒対
策も

わすれ
ずに

それぞれの活動場所について

23 水
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●イベント本番と
　なります。

24 木大槌町・
陸前高田

25 金
釜石

●内容はイベント準備や沿岸視察、遠野市と大槌町の応急仮設住
宅各 1 か所でのクリスマス会参加です。

● 23 日のみ参加予定の方を優先して沿岸での活動に振り分けさ
せていただきます。

●イベント本番となります。
●この日は遠野駅より JR 釜石線を利用して釜石まで移動してい

ただきます。活動終了後は、釜石での解散を予定しております。
（釜石線運休の場合はこちらでバスを用意いたします）

　※ 自車で移動し現地集合も可能です。事前にお申し出ください。

●活動場所の選択、活動への振り分けは主催者にお任せください。

●宿泊について
　この 12 月の本部施
設移転に伴い、これまで
の本部内宿泊滞在設備
がご利用いただけなく
なりました。今年のイベ
ント期間中の宿泊先は、
ご参加いただくボラン
ティアの皆様それぞれ
でご用意ください。

サンタボランティアお申し込みの際にご予約いただいた方
また、前日までにご予約いただいた方のみのご利用となります。
　12 月 22 日（火）～ 25 日（金）の期間中、一泊 2 食（朝・夕食）付き・入
浴付きで税込 3,500 円でご滞在いただけます。大部屋でまとまっての宿泊に
なります。寝袋をご用意ください。またタオルなどのアメニティもございませ
んので、ご持参願います。宿泊料金は受付時にボランティア活動協力費とあわ
せてお支払いください。
　送迎車（予定）は夕方は、遠野駅前18：00発（1 本のみ）。また活動の翌
朝のお帰りの方には、水光園8：30発遠野駅行き（1 本のみ）です。

●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。

●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。

17：00までに
活動終了・解散予定です。

※陸前高田は18：00に
　活動終了予定です。

活動場所までは、
車で1時間ちょっと

受付は参加前日の 16：30 〜 17：30 または、
参加当日の朝 6：30 〜 7：15 まで駅前事務所でお願いします。

たかむろ水光園様の特別プランをご利用の方
寝袋等をお忘れなく

❷ ❸


