
子どもの貧困撃退チャリティ 

サンタ de ラン＆クリーン ２０２２ 

事 前 参 加 案 内 

 

～サンタの皆さまへ～ 

サンタ de ラン＆クリーンへお申し込みいただきましてありがとうございます。このイベントは子どもの貧困

問題について多くの人に知ってもらい、栃木県内の子ども支援団体を応援するためのチャリティイベントです。

今年は、３年ぶりにランが帰ってきました！パレードと、昨年度も大好評だったクリーンをよりパワーアップし

て実施します！宇都宮市内をサンタクロースになって巡り、より目立って多くの人に知ってもらえるよう全員で

盛り上げていきましょう！皆さまとお会いできることを楽しみにしております。 

（子どもの貧困撃退チャリティ サンタ de ラン 実行委員会） 

詳細はホームページへ https://tochicomi.org/santa/ 

 

０、参加寄付金について 

お申込みいただいた方は、事前に参加費をお支払いください。 

参加費用は、次の通りです。「全部の団体に」、「または指定の団体」を明記下さい。 

大人サンタ ：参加費 5,000 円＋寄付 10,000 円以上を他人から集める 

大学生サンタ ：参加費 1,000 円＋寄付 4,000 円以上を他人から集める 

高校生サンタ ：寄付 1,000〜3,000 円を他人から集める 

子どもサンタ（中学生以下）：寄付 1,000 円以上を他人から集める 

会社でサンタ（３～５人１組）：参加費 20,000 円＋寄付 30,000 円以上を他人から集める 

だれでもサンタ ：500 円以上から。当日参加はできないけど、寄付で応援する方法です。 

 

＜支払方法＞ 

次の中からご都合のいい方法をお選びください。 

① 郵便振替  

００１１０-８-２８１２８２  

加入者名：とちぎコミュニティ基金  

 

② 銀行振込  

栃木銀行  

馬場町支店  普通  ９９１８７０８   

名義   (特非)とちぎボランティアネットワーク 理事 矢野正広 

 

③ クレジットカードでお支払い 

サンタ deランのホームページから手続きできます。 

https://tochicomi.org/santa_credit/ 

 

＊お願い： 当日までの 1 週間（12/12~12/18）、1 日 1 回の検温をお願いします。1 週間以内に 37.5℃以

上の熱がでた場合は、当日の参加はご遠慮ください。（事前にお預かりしました参加費（寄付）は返却せず、

各団体にお届けします。） 

 

とちぎコミュニティ基金事務局へ、 

手渡しも可能です。 

（宇都宮市塙田 2−５-１共生ビル３F） 

https://tochicomi.org/santa_credit/


１、集合時間・場所  ＊昨年と会場が異なります！ 

・受付は10:30～10:50（混雑が予想されるので時間内にお越しください） 

 ・クリーン：個人申込(会社サンタ以外)の方は、チーム分けをお知らせし、顔合わせもするので、なるべく

10:30 にお越しください。 

・受付場所はオリオンスクエア 受付テント（宇都宮市江野町 8-3） 

※入場確認について 

 ・オリオンスクエア北側に 1 か所、メイン出入り口があります。 

 ・オリオンスクエア南側に１か所、サブ出入り口があります。（トイレ使用時や再入場のみ） 

 ・来場するすべての皆様に、検温と手指の消毒、連絡先(名前と連絡先)の記入と提出をお願いします。 

 ・検温の際、37.5℃以上の人は入場をご遠慮いただきます。ご了承ください。 

 

※受付でお渡しするもの 

・参加者用缶バッジ（参加者の印になるので、つけてください） 

・一言メッセージカード（クリーンのチーム名がついているものをお渡しします） 

・大会プログラム当日案内パンフレット（名簿つき） 

 

※注意点 

 ・チームで参加の方も全員受付を済ませて下さい。 

 ・感染防止対策により、着替えテントと荷物預り所がありません。各自で着替えと荷物管理をお願いします。 

・雨天決行です。時間の変更等もありませんので、時間までにお越しください。 

 ・入場と受付時で並ぶときも、ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。 

 

２、駐車場について 

・イベント専用駐車場はありませんので、なるべく公共交通機関をご利用ください。 

・車で来る人は近くの有料駐車場に止めてください。 

 

※オリオンスクエアまでのアクセス 

宇都宮駅（西口）―――――→馬場町（バス）――――――→オリオンスクエア 

         （バス 4 分）       （徒歩 1 分） 

 

※オリオンスクエア近くの有料駐車場 

・うつのみや表参道スクエア駐車場  ・宮パーキング など 

市役所が満車の場合は、近くの有料駐車場を利用してください 

 

３、持ち物 

・サンタ衣装（サンタ帽子・服・ズボンがマストアイテムです） 

・マスクは必ず着用してください。 

・当日は寒いです。できるだけ温かい服装でどうぞ。 

※クリーンに使う手袋、トング、ゴミ袋はこちらで準備します。 

 

 

●自由にデコレーションして

OK！ 

●トナカイ、スノーマンも OK！ 

●独創性／楽しさ／アピール性な

どからベストドレッサー賞もあり

ます。 

 



10：30～ 

（受付）検温＆消毒

をして連絡先を記入 

10：30～11：00 

連絡先シートを受付に提出

＆メッセージカードを記入 

11：00 

ステージ前にコースごと集合 

会場の雰囲気を楽しもう♪ 

４、お手洗いについて 

オリオンスクエア南側の近隣の建物のトイレをご利用下さい。 

再入場時は必ず手指消毒をお願いします。 

 

５、開会までの流れ 

 

※注意点 

・ラン＆クリーンの後、表彰式まで休憩時間がありますが、イベント終了時までサンタの格好でいてください。 

今日の主役はあなたです。閉会式後、全体での記念撮影を行います♪ 

※会場内には、模擬店の出店やステージ演出もございます♪ ご家族やお友達を誘って来てください。 

 

６、タイムスケジュール 

時間 内容 備考 

11：00 開会式 主催者あいさつなど 

11：15～11：40 全体パレード♪ オリオン通りをみんなで歩き

ます 

11：40～12：00 ラン＆クリーン準備 チームごと自己紹介＆リーダ

ーはゴミ拾いの説明をします 

12：00 スタート！  

12：00～13：00 ラン＆クリーン  

13：00～14：00 終了・休憩 

チーム写真撮影 

☆ステージ演出やテント出店をお楽しみください 

（クリーン：集計テントにゴ

ミを提出してから休憩） 

14：00～14：30 閉会式＆表彰式  

 

７、パレードについて 

・３列隊で歩きます。 左右前後のサンタさんと 1.5ｍずつ間隔をあけてください。 

・パレード前に周りの人たちと自己紹介などお話をして、仲良くなって皆で楽しくパレードしましょう！ 

・横断歩道には誘導員がいますので、無理に横断せず誘導員の指示に従ってください。 

・オリオン通りも歩きますが、店の前で止まったり、溜まったりしないでください。 

・マスコミの取材が入る可能性がありますのであらかじめご了承ください。 

 

８、宇都宮中央警察からの注意事項 

・パレードの通行方法は、オリオン通りにあたっては道路中央部分を、それ以外の道路にあたっては道路左側を

通行すること。 

・駆け足・ジグザグ通行・その他理由なく停止するなどの行為はしないこと。 

・パレード行進中、チラシなどの配布はしないこと。 

・現場警察官が、危険防止及び交通の安全と円滑を図るために取った指示には従うこと。 



９、ランについて 

＜ルールと注意事項＞ 

・交通ルールを守って事故やけがのないようにしましょう。 

・今年は商店街の中もコースになります。一部ほかの催しも行われていることもあるので、十分に気をつけて 

ください。 

・一般歩行者優先。2 列以上で走るなど、一般の方の歩行の妨げにならないよう協力願います。 

・道路側から抜くこと、車道に出ることは禁止。 

・緊急車両の妨げにならないように。 

・各交差点にいる誘導員の指示に従ってください。 

※宇都宮中央警察からのその他注意事項 

・走行方法は原則として道路左側端を走行すること。但し、追い越す場合を除く。 

 

＜スタート方法＞ 

・渋滞が起こらないように、12km コースから 20 秒おきに 2 人ずつスタートします。 

・12ｋｍの人から順番に並んで出発していきます。（12km→6km→3km） 

 各自に番号を渡しますので、誘導員の指示に従って番号順にスタートして下さい。 

・12km コースのみ、タイムを計ります。上位３人には閉会式で表彰があります☆ 

 

＜コース＞ 

１周３km のコースを、回ります。１２km コースの方は４周、６km コースの方は２周です。３km コースの方は、

１周です。 

１２km コースの方は、１周回るごとに、何周目かわかるように本部テントで印を受け取ってください。 

 

 



 

  



 

 

１０、クリーンについて 

・チームに分かれて 1 時間以内に移動しながら、どのくらいごみを拾い、まちをきれいにできるかを競います。 

・1 チーム３～８人（予定）です。個人参加の人もこちらでチームに振り分けて、当日お伝えします。 

・必ずごみの分別をしてください。 

メイン会場（オリオンスクエア）でゴミを広げる行為は禁止です。 

※ クリーンのルールと注意点 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●クリーン活動のエリア地図 

赤い線の内側がクリーン活動の範囲となります。線を越えた範囲は行かないようにおねがいします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１、昼食について 

・昼食や飲み物については各自でお願いします。 

・13：00～14：00 は休憩時間です。テーブルとイスは、数に制限があるため、ゆずりあって利用ください。 

・会話するときにはマスク着用を徹底してください。 

・オリオンスクエアではあったかくておいしい料理や雑貨の販売があります♪お楽しみに。 

 

 

１２、オリオンスクエアでのステージプログラムについて 

●ステージプログラム 

11：00 開会式 

12：00 平瀬真夜さん（サンタ deランオリジナルソング♪） 

12：20 子ども支援団体紹介 

12：30 自転車発電チャレンジ 

12：50 子ども支援団体紹介 

13：00 櫻井悠人さん（ドラム） 

13：20 子ども支援団体紹介 

13：30 Better stanceさん（ギターデュオ） 

         

 

 

 

 



１３、閉会式について 

14：00～ オリオンスクエア（メイン会場）で、閉会式を行います。  

・参加者の皆さんは、必ずオリオンスクエアに再度集まって下さい。 

・閉会式でラン＆クリーンの表彰式、ベストドレッサー賞やファンドレイジング賞（寄付を集めた人、ユニ

ークな寄付の募り方をした方）などの表彰も行います。 

・閉会式後は解散です。お気をつけてお帰り下さい。 

 

１４、当日の緊急連絡先 

・本部はオリオンスクエアの特設テントです。 

・オリオンスクエア内やランコースの交差点などにスタッフや運営ボランティアがいます。 

・サンタ de ラン用携帯 090−3572−2032 

 

１５、マナー・ルール 

・ ごみは分別し、指定のごみ箱へ。 

・ 喫煙される方は所定の場所で。 

・ 手指の消毒とマスクの着用、咳エチケットにご協力ください。 

・ 鼻水、唾液などがついたゴミは、ビニール袋に入れて密閉して捨てるなどご協力ください。 

・クリーンでゴミ拾いをする人は、マスクと手袋を必ず着用し、ひばさみを使ってください。 

・イベント中にメディアなどによる写真や動画の撮影があります。また、イベントの様子を HP 等で使用させて

いただきます。ご了承ください。 

 

１６、競技中の事故について 

・イベント中の事故については、救護係（メイン入り口付近）が応急処置のみ行います。 

・大会開催中の事故、傷病への補償は大会側が加入した保険の範囲内になります。 

 

１７、実施の有無について 

・栃木県内でイベント自粛の要請や、緊急事態宣言が発令された際、新型コロナウイルス感染状況により判断 

された場合は中止となります。 

・中止の判断になった場合は、ホームページ等でお知らせし、申込フォームに記載されたメールアドレスにご連 

絡します。また、事前にお預かりしましたチャリティ寄付は返却せず各団体にお届けします。 

 

１８、主催・参加団体（集まった寄付が届けられます）・後援 

・主催：とちぎコミュニティ基金・サンタ deラン実行委員会 

・参加団体（集まった寄付が届けられます） 

① 認定 NPO 法人とちぎボランティアネットワーク（フードバンク県北・日光、V レンジャー） 

② 子どものみらい応援隊（子ども塾☆わいわい食堂：栃木保健医療生活協同組合・社会福祉法人正恵会・

医療法人社団宇光会） 

③ 認定 NPO 法人だいじょうぶ（困窮家庭の支援、子どもの居場所ひだまり） 

④とちぎ YMCA（体験支援、子どもの居場所アットホームきよはら、親と子どもの居場所めいめい) 

⑤認定 NPO 法人うりずん（医療的ケア児の支援） 

⑥NPO 法人トチギ環境未来基地（体験支援） 



⑦認定 NPO 法人青少年の自立を支える会（星の家・月の家） 

⑧きよはら子ども食堂・みんなのキャラバン（子ども食堂） 

⑨NPO 法人フードバンクうつのみや（フードバンク） 

⑩ちゅんちゅんこども食堂すずめのす（子ども食堂） 

⑪宮っこ元気食堂（子ども食堂） 

⑫NPO 法人すくすく子育てやぎハウス（子どもの居場所） 

⑬家庭教育オピニオンリーダーたんぽぽの会（地域食堂） 

⑭NPO 法人そらいろコアラ（こども食堂、妊産婦への育児支援） 

⑮NPO 法人チャイルドラインとちぎ（子どもの電話相談） 

⑯NPO 法人キーデザイン（フリースクール、不登校の子どもへの支援） 

⑰とちぎ自主夜間中学 宇都宮校（学びの支援） 

⑱認定 NPO 法人蔵の街たんぽぽの会（子どもの居場所・子ども食堂） 

⑲アップルバウム（フリースクール・子どもの居場所） 

 

・後援：宇都宮市、栃木県、日光市、小山市、佐野市、真岡市、那須塩原市、那須町、大田原市、毎日新聞

宇都宮支局、読売新聞宇都宮支局、朝日新聞宇都宮総局、下野新聞、産経新聞宇都宮支局、㈱栃木放送、エ

フエム栃木、宇都宮コミュニティ FM ミヤラジ、栃木県社会福祉協議会、栃木県共同募金会、宇都宮市社

会福祉協議会、栃木銀行、栃木 SC、宇都宮市青少年団体連絡協議会、株式会社 adtown、宇都宮キワニス

クラブ、済生会宇都宮病院、ライオンズクラブ国際協会 333-B 地区 等 

 

最新の情報は HPもご覧下さい！（事前イベントや関連情報も掲載しています） 

→→→   https://tochicomi.org/santa/ 

 


