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活動報告
お祭りのお手伝い

…１０月７日（日）宮古市高浜
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▲たくさんの方が来て
くださいました。
代の方々が来ており、遠くは関東の
方々が来ており、遠くは関東の方か

方からいらしている方もおりま
し
らいらしている方もおりました。
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月の「もりキ

ます。

＜報告/千葉＞

支援金の募集

支援金をありがとうございました！

ゆいっこ盛岡のボランティア活動を、これからもずっと続け

【支援金総合計】（H24.10.31 現在）

ていくため、「支援金」のご寄付をお願いします。皆様から

￥１,723,120

お寄せいただいた支援金は、以下の項目に使われます。

※日本財団、赤い羽根共同募金、NPO法人青年協議会からの支援金を除いた金
額となっております。

【支援金をいただいた方】（H24 年 10 月）

近藤幸司 様（10/22）
今回は、10 月 20 日（土）に行われた都南村 20 周年記念事
業「大好き都南まつり」にていわてゆいっこ盛岡の募金箱を設
置し、合計 2,530 円のあたたかいご支援をいただきました。本
当にありがとうございます。お預かりした支援金は、ゆいっこ
盛岡の活動の諸経費や交通費、事務所の維持費などに大切に使
わせて頂きます。これからも、ゆいっこ盛岡に無理のない範囲
でご支援のほどよろしくお願い致します！

●ボランティアスタッフが被災地へ足を運ぶためのバス代
●仮設住宅などの修繕費
●復興イベント諸経費
●事務所維持費
等
とくにバス代に関しては、片道２時間かかる宮古市への交
通手段を、スタッフの安全を確保する上で不可欠となって
います。私たちの目指す「顔の見える支援」を長く続けてい
くために、皆様の無理の無い範囲でのご協力をお願いして
おります。

活動記録（H２４年１０月）
日(曜日)

活動内容

７(日)

●お祭りのお手伝い（宮古市高浜）

１４(日)

●「るろうに剣心」を観に行くでござるよバ
ス（盛岡市・宮古市）

２０(土) ●大好き都南まつり（盛岡市）
●ゆいっこ杯グランドゴルフ大会
２１(日)

（宮古市川井）
●映画「るろうに剣心」アクションワークシ
ョップ（盛岡市）

