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主催：横浜サンタプロジェクト実行委員会

日時：2019年12月14日（土）12：00〜16：00（予定）
場所：パシフィコ横浜円形広場

地元横浜の地域活動への

ご協賛・ご協力のお願い

協サンタ（協賛企業）募集

貴社へのご提案

●横浜の地域を支える仕組みづくりとしてのプロジェクトへの年間ご
協賛

●サンタプロジェクト・ウィッシュリストへのご支援（物資提供・労
働力支援等）

【連絡先】 横浜サンタプロジェクト実⾏委員会事務局 （NPOアクションポート横浜内）
TEL/FAX︓045-662-4395 メール︓santa@actionport-yokohama.org



横浜サンタプロジェクト「サンタが街にやってきた！」は、参加者がサ

ンタクロースの格好をして児童福祉施設にプレゼントを届ける活動がきっ

かけとなりスタートしたプロジェクトです。

現在では、横浜市に在勤、在住する皆さんが毎年12月の第2土曜日にサン
タとなってみなとみらいに集合し、児童福祉施設などへの訪問や街の清掃

活動を行うことで、横浜に「笑顔」をプレゼントするプロジェクトに発展

しました。

2009年から活動を開始し、本年2019年で11年目を迎えます。昨年は600
名を超えるサンタが横浜に集まりました。一般来場者を含めると1,400名規
模のイベントとなっております。

11年目を迎え、次の10年間を見据えた本プロジェクトの基盤強化を行う1
年目と捉えております。本年からは今までの協賛・協力のプログラムを刷

新し、新たな協賛メニューをご用意いたしました。

年１回のイベントではなく、地元横浜の「笑顔」を生み続ける仕組みづ

くりを行い、サンタがいなくても地域で支え合う繋がりをつくり、クリス

マスシーズン以外に開催される企画や継続的な支援の仕組みづくりなどの

活動を積極的に行ってまいります。

地元横浜を盛り上げ、地域貢献の一環として、貴社のご協賛・ご協力を

賜りますと幸いです。地域社会の一員として、横浜の多くの方が「笑顔」

になれるよう、一致団結して活動してまいります。皆さまのご参加をお待

ちしております。

はじめに
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■テーマは「横浜を笑顔でいっぱいに！」
サンタプロジェクトとは、サンタとなって横浜に笑顔をプレゼントするプロジェクトです。
2009年より実施しています。
・誰でもサンタになれる。多くの人にとって地域貢献活動の一歩につながる！

・サンタ（参加者）が笑顔を届けることで、相手も笑顔になる！横浜をもっと好きになる！
・同じ思いを持った人たちと一緒に活動することで思いを形にすることができる。

■日 時：2019年12月14日（土）12：00－16：00
■場 所：パシフィコ横浜円形広場、周辺地域
■参加者：1,409名（2018年実績）
■協力・後援（予定）：一般社団法人横浜みなとみらい21、神奈川県、横
浜市、横浜高速鉄道株式会社
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プロジェクト概要

活動内容

３）清掃サンタ
横浜にキレイをプレゼント︕⼤⼈も⼦どももサンタになって清掃活動を実施します。

２）訪問サンタ
横浜市内の施設にサンタが訪問します。 ※昨年度は4施設

１）広場サンタ
パシフィコ横浜円形広場にて、⼦どもたちも楽しめるステージ企画やブース企画を実施します。

４）MMサンタ
昨年プレとして「みなとみらい駅みらいチューブ」で開催したMMサンタ。 今年も第⼆会場として
盛り上げます!! 

■ サンタ活動 （13︓00〜16︓00）
活動内容に合わせて各地域で活動を⾏います。

■ サンタが⼤集合︕（12︓00〜12︓30）
パシフィコ横浜円形広場にてサンタプロジェクトに参加するサンタが⼀同に集まり、オープニング
セレモニーを⾏います。
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活動内容と主な活動エリア

清掃サンタ＠みなとみらいエリア（横浜ー馬車道間）

横浜をキレイにして、街に「笑顔」をプレゼント！サンタになって清掃活動を実施
します。

訪問サンタ＠横浜市全域
横浜市内の福祉施設にサンタが訪問します。
※昨年度は母子生活支援施設、地域活動ホームどんとこいみなみ、高風子供園、
横浜訓盲院に派遣

広場サンタ＠パシフィコ横浜円形広場・みなとみらい駅みらいチューブ

パシフィコ横浜円形広場にて、子どもたちも楽しめるサンタステージ企画やブ
ース企画を実施します。

ドライブサンタ＠みなとみらいエリア（みなとみらい・中華街エリア）
オープンカーが集い、子どもたちを対象にオープンカーのミニドライブ体験を行い
ます。
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過去の実績

サンタプロジェクト実行委員会2018
アディエント合同会社、株式会社安藤建設、株式会社エムビーエス、オーバーカム、神奈川県印刷工業組
合、特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ、ゾーホージャパン株式会社、株式会社太陽住建、株式
会社DSC、株式会社デザインアーク、東京キリンビバレッジサービス株式会社、株式会社野毛印刷社、フ
ァイナンシャル・ジャパン株式会社、横浜市社会福祉協議会、一般財団法人横浜市母子寡婦福祉会、特定
非営利活動法人横浜市民アクト、特定非営利活動法人アクションポート横浜

●2018年度の活動の様子 2018年12⽉8⽇（⼟）12︓00〜16︓00実施
プロジェクト参加者数 ︓1,409⼈

訪問サンタ、広場サンタ、清掃サンタ、
ドライブサンタの４つのサンタ活動に加え、
みなとみらい線の協⼒にて、プレイベントも
実施しました。
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過去の実績

2018年

2009年にサンタ121⼈、約300⼈規模で始まったプロジェクトも2018年には
サンタ693⼈、参加者は1400名を超えるイベントになりました。

企業と訪問施設の連携
（障がい児の職業体験）

MM地域の住民の参加
（住民・就業者の交流）

MM地域での活動の
きっかけづくり
（NPO・企業等）

●主な成果

他地域でも
プロジェクトが展開！
（横浜市保土ヶ谷区、南

区、千葉県）

企業と施設の子どもた
ちで高齢者施設を訪問

企業間のつながり・
社会貢献活動の活性化

サンタ数の推移
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参加者の声

＜来場者の声＞

0才6ヶ月の子どもを抱っこして参加しました。たくさんのサンタ
さんが子どもに手を振ったり、変顔であやしてくれたり、親子と
もども笑顔を頂き、楽しく過ごすことができました。ベビーカー
のレンタルも有難かったです。

広場のイベントや清掃サンタに参加するお子さんの姿もたくさん
お見かけしました。親子で楽しまれる様子はもちろん、その場で
すれ違った知らない人とも関わりを持っていいと思える雰囲気、
この非日常感がとても素敵なイベントだと思います。

当社が掲げる理念の中には「社会に対する価値創造」という使命があ
ります。そのような中で協賛というかたちで、子どもたちに笑顔を届
ける活動に関わることができ、良い機会だと感じています。また、協
賛プランによってはWebサイトや当日のイベント看板に自社ロゴを掲
載いただけたので、サンタプロジェクトを通じて横浜の方々に自社を
知ってもらうきっかけになったり、他企業様と横の繋がりが広がった
ことも良かったです。

＜実行委員の声＞ 株式会社安藤建設 川股美都里様

＜ご協賛者様の声＞ゾーホージャパン株式会社 鳥越美琴様

昨年から実行委員として参加しています。私自身も横浜で働いて、何か
横浜で関われることがないかな、と思っていたところ、会社でサンタプ
ロジェクトのメンバーは、学生に社会人、NPOや会社員と参加者の幅
が広いんです。そんなバックグラウンドがちがう方々とひとつのイベン
トを作り上げていくのはとても刺激的でたのしく、自分の視野も広がり
ました。

＜施設の声＞ 横浜訓盲院 施設長 伊藤 紀子

サンタプロジェクトで訪問いただきありがとうございました。サンタの
皆様には、子どもたちにメイクやヘア、読み聞かせ等で楽しい時間をプ
レゼントしていただき、インパクトがあり、思い出に残る楽しい時間を
過ごすことができました。
（子どもたちからのメッセージ）「サンタさん毎年来てくれてありがと
う。」「毎年おかしをくれてありがとうございます。また来てくださ
い。」
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メディア露出・掲載実績

■メディア掲載

（テレビ・ラジオ）
・ J:COM 「デイリーニュース横浜」
・FMサルース「SALUS all in one」12/7（金）出演

（新聞・情報誌）
・印刷工業組合 印刷ニュース

・神奈川新聞 12/ 3 地域欄にてイベント告知

（WEB・メルマガ等）
・ヨコハマ経済新聞
https://www.hamakei.com/headline/10551/
・yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181207-00000012-minkei-l14

・mirea（一般社団法人横浜みなとみらい21）
http://mirea-web.jp/127544
・とくらく http://www.tokyuensen.com/event/detail/6739/
・横浜観光情報
http://www.welcome.city.yokohama.jp/ja/tourism/topics/tp_detail.php?tpid=T02683

・いこーよ
https://iko-yo.net/events/142952
・団体旅行ナビ
https://www.dantai-ryokou.com/kankonews/page_9567.html
・都筑区民ニュース

https://www.facebook.com/tsuzuki.kumin.news/
・横浜子育て情報スポット
https://www.facebook.com/yokosodate.joho/
・横浜環境情報、SNSは他多数

▼ yahoo!ニュース

▲報告用の動画を作成 ▲神奈川新聞



◆よくある質問
Q:プレゼントはどのような物を⽤意したら良いですか︖
A:訪問サンタ、広場サンタ（ブース出展）にて配るので、⼦ども向けの物をお願いします。
また、施設ごとにプレゼントの種類を統⼀しているため、同じものを多数ご⽤意いただけると幸いです。

横浜サンタプロジェクトの主旨にご賛同いただくとともに、

活動に必要な資金に対するご協賛をしていただくためのプランをご用意させていただきました。

種別 プラン 協賛特典

特別

協賛S 10万円 ①・②・③・⑥・⑦

協賛A 7万円 ②・③・⑥・⑦

協賛B 5万円 ③・⑥・⑦

協賛C 3万円 ④・⑥・⑦

一般

協賛D 1万円 ⑤・⑥・⑦

協賛E プレゼントの
ご提供

⑦

当日 参加者寄付 1口：300円 オリジナルリストバンド

協賛特典の説明

① 公式facebookページでの告知(告知内容は別途定める内容になります）、

② 報告書への広告掲載

③ 公式ホームページへのバナー広告掲載
会場掲示看板へのロゴ＋社名掲載

④ 公式ホームページへの社名（リンク付き）掲載
会場掲示看板への社名掲載

⑤ 公式ホームページへの社名（リンク付き）掲載

⑥ チラシへの掲載

⑦ 報告書への掲載、感謝状の贈呈

■ご協賛の申し込みとお支払いについて
【申し込み】 所定用紙にて9月27日（金）までにお申し込みください。
※期日を過ぎた場合は、一部の協賛特典を受けられない場合がございますのでご了承ください。
※ご不明な点や詳しい説明が必要な場合がございましたら、事務局までお問い合わせいただきますようにお願いいたします。

【お支払い】恐れ入りますが、下記銀行口座への振り込みをお願いします。

（振込手数料のご負担をお願いします）
銀行名：横浜銀行 本店営業部 普通 口座番号：６０４１３５０
口座名：横浜サンタプロジェクト実行委員会 事務局長 高城芳之
振込期日：11月29日（金）
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貴社協賛メニューのご提案



横浜サンタプロジェクト2019 ご協賛お申し込み⽤紙

申請日

御社名
（団体名）

ご担当部署 ご担当者様名

所在地

電話番号 FAX番号

Eメール

URL

協賛プラン □協賛S □協賛A □協賛B □協賛C □協賛D □協賛E

協賛E
詳細記入欄

プレゼントの内容と数量が決まっていれば、ご記入願います。

ご協賛いただ
いた理由

【送付先】 横浜サンタプロジェクト実行委員会事務局 （NPOアクションポート横浜内）
TEL/FAX：045-662-4395
メール：santa@actionport-yokohama.org
【申込期限】9月27日（金）
※これ以降も受付可能ですが、一部の協賛特典を受けられない場合がございますのでその際
は、
ご了承願います。

ご協賛に関して、ご不明な点や詳しい説明が必要な場合がございましたら、
事務局までお問い合わせいただきますようにお願いいたします。
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