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金沢泉丘高校JRC部

毎月第3月曜日にJRCの2年生と1年生で大桑の子ども食堂へボランティアに
行っています。子供たちと、楽しくご飯を食べたり、一緒にゲームをしたり
しています。行ったばかりの頃は、緊張することもありましたが、慣れてくると
だんだんと子供たちの笑顔が増えてきて嬉しくなりました。また、片付けたり
部屋のお掃除をしたりなど、子供たちと協力して何かをなり遂げることにも
達成感を感じられました。子供たちと触れ合うことでJRC部員にとって充実
した時間となりました。これからもこの活動を続けていきたいと思います。  
 （１年　田賀　ねね）

子ども食堂では、子供たちの方から積極的に話しかけ
てくれたのですぐに打ち解けられました。夜になると
子供たちの親も集まり、まるで一つの大きなファミリー

みたいで心が温まりました。忘れられない思い出となりました。
１年　中道　在

子ども食堂でのボランティア活動

内灘高校

本校では、チャレンジ活動の一環として石川県災害ボランティア協会と
タイアップし、防災教育を行っています。この活動後に家庭科の授業で
防災について取り上げ、防災ボードゲーム「いえまですごろく」を使用させて
いただきました。
災害時のシチュエーションをすごろくゲームから学ぶことができ、プレイ
ヤー同士が協力しなくてはゴールができないことで、生徒同士のコミュニ
ケーションを生み出す機会にもなりました。グループ活動が苦手な生徒
たちも自然に頭を寄せ合って取り組み、助け合いが生まれてくる素敵な
教材に出会えたことに感謝しています。

授業で、防災すごろくをしました。最初は簡単だろうと
思いましたが、ゲームを始めてみると意外と難し
かったです。みんなで協力しないとゴールできない

点が難しく、改めて協力することの大切さを感じることができました。内灘高校は
海に近いので、家族と一緒にハザードマップを確認しました。
あまり学ぶ機会がない防災のことを楽しくゲームで学ぶことができました。今後、
いざという時に備えておけるようにしたいです。

１年　林　翔也

「いえまですごろく」で防災教育

県内各地で、各JRC加盟校が「気づき、考え、実行する」という態度目標のもと、
さまざまな活動を行っています。
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2020年度 行 事 予 定

5月
日付未定
救護ボランティア基礎研修

6月
5日(金)
高文連JRC大会
6日(土)
金沢百万石まつり
救護・迷子捜索ボランティア

7月
25日（土）～27日（月）
リーダーシップ・
トレーニング・センター

9月
19日（土）
高文連JRC部
救急法競技大会

※本社主催行事への参加者は原則「リーダー
シップ・トレーニング・センター」修了者の
中から推薦します。

3月
22日（月）～26日（金）

【本社主催※】
スタディー・センター

ピックアップ

10月
28日（水）～11月4日（水）

【隔年】 JRC国際交流
・海外メンバー受入れ
・本社主催交流集会「Tokyo2020」※

ピックアップ

行事予定
ＪＲＣ国際交流

ピックアップ 開催予定のJRC行事をご紹介します。

日本赤十字社本社が2年に1度、アジア・大洋州からの海外メンバーを招き開催する
「国際交流集会」に併せ、石川県でも県内メンバーと海外メンバーの国際交流を行い
ます。

 国際交流集会×ユースのつどい
県内JRCメンバーやユースボランティアと
海外メンバーが、お互いの国や文化、活動
などを紹介し、理解を深めます。

 学校訪問
JRC 加盟校を訪問し、日本の文化や昔
遊びの紹介、日頃の授業を一緒に受ける
など、さまざまな交流を行います。

 本社主催国際交流集会 
 「Tokyo2020」
日本全国からJRCメンバーや、アジア・
大洋州からの海 外メンバーが集まる
交流会では、災害や紛 争、衛生など、
各国が直面するさまざまな問題について
ディスカッションを行います。

スタディー・センター
全国の高校生メンバーが集い、防災や
国際問題などについて学びます。研修
会では、グループワークを通じてリー
ダーシップを学び、実際にフィールド
ワークのなかで地元の方への取材を通
じて、多様な価値観や個別の事情を抱
えている方に対して何ができるのかを
考えます。

知り合いが一人もいない中での参加で
不安でしたが、全国のJRCの仲間とともに
多くの 貴 重 な 経 験 が で き 、参 加して
よ かったと思いました。学んだ「気づき、
考え、実行する」の言葉を忘れずに、これ
からの活動に励みます。

翠星高校　２年　西山　侑里

この回に参加したことで、ベトナムとは
どのような国か、さらにそこでの赤十字の
活動を知ることが できました。世界 の
様々な地域で赤十字がいろいろな活動を
していることも知ることができました。
たくさんの人と交流することができとても
楽しかったです。

　金沢辰巳丘高校　３年　山本　茜

2019年 青少年赤十字加盟校の活動
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2019年7月27日（土）～29日（月）、国立能登青少年交流の家（羽咋市）で開催された『青少年赤十字リーダー
シップ・トレーニング・センター』では、小学生から高校生までのJRCメンバー47名が参加し、リーダーになる
ために必要な各種プログラムを修了しました。

「トレーニング」といっても、体力づくりをするわけではありません。青少年赤十字の
リーダーになることが目的の研修です。赤十字や青少年赤十字について学び、リーダーと
して必要な知識や技術、経験を養います。
仲間たちと一緒に生活し、学ぶことを通じて、本当の楽しさや多くの魅力的な体験を味わえます。

本当の仲間に
出会える

自分に自信が
生まれる

生き方を考える
きっかけとなる

令和2年度の
トレセン開催

日程／令和2年7月25日(土)～27日(月)（2泊3日）
会場／国立能登青少年交流の家（羽咋市） ※無料送迎バス運行予定

最初は戸惑うことが多く、不安な気持ちでいっぱいでしたが、
レクリエーションやフィールドワークなどを通して、最終日には

「気づき、考え、行動する」の意味が少し理解できるようになりま
した。

松任高校　２年　大峯　夏葵

多くの人たちと交流する中で、多種多様な考え方や価値観を
学ぶことができました。またキャンプファイヤーやフィールド
ワークを通して、いい夏の思い出を作ることができ、充実した
時間を過ごすことができました。

金沢二水高校　１年　久郷　諒

１日目
● 赤十字の歴史・精神
● 学校紹介
● 野外炊飯　など

心肺蘇生を学ぶ
（健康・安全プログラム）

3日目
● 学習のまとめ　
● トレセンの感想発表 など

目隠しをしてみんなで協力して進みます
（フィールドワーク）

2日目
● 健康・安全プログラム 
● 防災教育プログラム
● フィールドワーク
● キャンプファイヤー など

ダンボールを使って避難所を快適な空間に
（防災教育プログラム）

リーダーシップ・トレーニング・センター

「金沢百万石まつり」迷子捜索 奉仕

奉仕

健康・
安全

2019年6月1日（土）に開催された「金沢百万石まつり」で、JRC
メンバー5校25名が救護・迷子捜索活動を行い、チームでコースを
巡回して迷子を家族のもとへ送り届ける手助けをしました。
参加メンバーは、事前に「救護ボランティア基礎研修」を受講し、
心肺蘇生やAEDの操作方法、きずの手当てなどを学んで当日に
臨みました。

迷子情報が数件届き、本当にこんなに多くの捜索
依頼があるのかと思いました。迷子を捜そうと試み
ましたが、道が多くの人で混雑していて大変でした。
多くのボランティアの方 と々協力し合い、会場を歩き
回ることで参加者が安心して参加できるんだなと
感じ、やりがいのある活動になりました。

羽咋高校　２年　綿　華那

2019年5月31日（金）、県高等学校文化連盟JRC部主催の「JRC大会」が、
いしかわ子ども交流センターで開催され、県内12校のJRC部から
182名のメンバーが参加しました。各校の活動を共有するとともに、
JRC基礎講座、心肺蘇生や災害時の炊き出しなど、活動するための
知識と技術を学んだほか、グループ活動では、赤十字の歴史や国際人道
法などを各校で担当し、互いに教え合いながら講座を実施しました。

私達３年生は国際人道法についてのワーク
ショップを行いました。準備をしていく
上で国際人道法について知り、学ぶことが
できました。また、学んだことを人に伝える
難しさも学ぶことができました。

金沢北陵高校　３年　中澤　紗希

高文連JRC部赤十字救急法競技大会 健康・
安全

2019年9月21日(土)、県高等学校文化連盟JRC部主催の「救急法
競技大会」が金沢錦丘高校で開催され、県内9校のJRC部から
85名のメンバーが参加し、心肺蘇生や三角巾を使ったきずの
手当てについて、正確さや早さを競いました。終了後には、審判
員が大会を振り返り、手当のポイントや改善点等を指導し、さら
なる技術向上を誓いました。

今回の大会は初めてでしたが、優勝することができ
ました。とても緊張感のある空間で行われていた
ので、焦ってしまいました。この大会を通して、優勝
できて嬉しいと終わるのではなく、JRCで学んだ
ことが今後に活かせる大切なことだと気づくことが
できました。

田鶴浜高校　２年　中山　栞

1983年（昭和58年）から始まった日赤のキャンペーンで、毎年12月に行われて
います。集まったお金は、海外の紛争・災害・病気で苦しむ人のために使われます。

生きるために危険な旅を強いられる人たちが
います。海を渡ってギリシャに逃れた16歳の少女
リンさんの思い。

第1位　中山　　栞（田鶴浜高校）

第2位　小林　彩奈（松任高校）

第3位　白江　花菜（田鶴浜高校）

第4位　石丸　美汐（金沢二水高校）

第5位　小森　日穏（金沢伏見高校）

第6位　西出　愛菜（松任高校）

令和元年度 入賞者

「海外たすけあい」とは…

シリア少女の
インタビュー

海外たすけあいプロジェクト 国際理解・
親善

2019年12月15日（日）、「海外たすけあいプロジェクト」が行われ、JRC
メンバー・赤十字ボランティア計49名が参加しました。セミナーでは、
世界で苦しむ子どもたちのことや赤十字の活動を学び、午後からの

「海外たすけあい」街頭募金では、金沢市内５か所で総計152,299円が
集まりました。

「海外たすけあいプロジェクト」のセミナー
で、募金が水やワクチンなど具体的にどれ
だけ活用されているのかを学んだので、
午後からの募金活動には少しでも役に立て
るよう、目的意識を持って取り組めたのが
よかったです。

寺井高校　1年　近藤　幹敬

「海外たすけあいプロジェクト」に参加しました。セミナー
では、ネパールの衛生環境が悪く、トイレも十分になくて
病気になってしまう人が多いので、大 変だと思いました。
募金活動を通じていろんな人と助け合いをして、いい社会を
目指していきたいと思いました。

津幡高校　２年　森澤　千佳

高文連JRC大会
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2019年7月27日（土）～29日（月）、国立能登青少年交流の家（羽咋市）で開催された『青少年赤十字リーダー
シップ・トレーニング・センター』では、小学生から高校生までのJRCメンバー47名が参加し、リーダーになる
ために必要な各種プログラムを修了しました。

「トレーニング」といっても、体力づくりをするわけではありません。青少年赤十字の
リーダーになることが目的の研修です。赤十字や青少年赤十字について学び、リーダーと
して必要な知識や技術、経験を養います。
仲間たちと一緒に生活し、学ぶことを通じて、本当の楽しさや多くの魅力的な体験を味わえます。
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令和2年度の
トレセン開催

日程／令和2年7月25日(土)～27日(月)（2泊3日）
会場／国立能登青少年交流の家（羽咋市） ※無料送迎バス運行予定

最初は戸惑うことが多く、不安な気持ちでいっぱいでしたが、
レクリエーションやフィールドワークなどを通して、最終日には

「気づき、考え、行動する」の意味が少し理解できるようになりま
した。

松任高校　２年　大峯　夏葵

多くの人たちと交流する中で、多種多様な考え方や価値観を
学ぶことができました。またキャンプファイヤーやフィールド
ワークを通して、いい夏の思い出を作ることができ、充実した
時間を過ごすことができました。

金沢二水高校　１年　久郷　諒

１日目
● 赤十字の歴史・精神
● 学校紹介
● 野外炊飯　など

心肺蘇生を学ぶ
（健康・安全プログラム）

3日目
● 学習のまとめ　
● トレセンの感想発表 など

目隠しをしてみんなで協力して進みます
（フィールドワーク）

2日目
● 健康・安全プログラム 
● 防災教育プログラム
● フィールドワーク
● キャンプファイヤー など

ダンボールを使って避難所を快適な空間に
（防災教育プログラム）

リーダーシップ・トレーニング・センター

「金沢百万石まつり」迷子捜索 奉仕
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安全

2019年6月1日（土）に開催された「金沢百万石まつり」で、JRC
メンバー5校25名が救護・迷子捜索活動を行い、チームでコースを
巡回して迷子を家族のもとへ送り届ける手助けをしました。
参加メンバーは、事前に「救護ボランティア基礎研修」を受講し、
心肺蘇生やAEDの操作方法、きずの手当てなどを学んで当日に
臨みました。

迷子情報が数件届き、本当にこんなに多くの捜索
依頼があるのかと思いました。迷子を捜そうと試み
ましたが、道が多くの人で混雑していて大変でした。
多くのボランティアの方 と々協力し合い、会場を歩き
回ることで参加者が安心して参加できるんだなと
感じ、やりがいのある活動になりました。

羽咋高校　２年　綿　華那

2019年5月31日（金）、県高等学校文化連盟JRC部主催の「JRC大会」が、
いしかわ子ども交流センターで開催され、県内12校のJRC部から
182名のメンバーが参加しました。各校の活動を共有するとともに、
JRC基礎講座、心肺蘇生や災害時の炊き出しなど、活動するための
知識と技術を学んだほか、グループ活動では、赤十字の歴史や国際人道
法などを各校で担当し、互いに教え合いながら講座を実施しました。

私達３年生は国際人道法についてのワーク
ショップを行いました。準備をしていく
上で国際人道法について知り、学ぶことが
できました。また、学んだことを人に伝える
難しさも学ぶことができました。

金沢北陵高校　３年　中澤　紗希

高文連JRC部赤十字救急法競技大会 健康・
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2019年9月21日(土)、県高等学校文化連盟JRC部主催の「救急法
競技大会」が金沢錦丘高校で開催され、県内9校のJRC部から
85名のメンバーが参加し、心肺蘇生や三角巾を使ったきずの
手当てについて、正確さや早さを競いました。終了後には、審判
員が大会を振り返り、手当のポイントや改善点等を指導し、さら
なる技術向上を誓いました。

今回の大会は初めてでしたが、優勝することができ
ました。とても緊張感のある空間で行われていた
ので、焦ってしまいました。この大会を通して、優勝
できて嬉しいと終わるのではなく、JRCで学んだ
ことが今後に活かせる大切なことだと気づくことが
できました。

田鶴浜高校　２年　中山　栞

1983年（昭和58年）から始まった日赤のキャンペーンで、毎年12月に行われて
います。集まったお金は、海外の紛争・災害・病気で苦しむ人のために使われます。

生きるために危険な旅を強いられる人たちが
います。海を渡ってギリシャに逃れた16歳の少女
リンさんの思い。
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メンバー・赤十字ボランティア計49名が参加しました。セミナーでは、
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で、募金が水やワクチンなど具体的にどれ
だけ活用されているのかを学んだので、
午後からの募金活動には少しでも役に立て
るよう、目的意識を持って取り組めたのが
よかったです。
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「海外たすけあいプロジェクト」に参加しました。セミナー
では、ネパールの衛生環境が悪く、トイレも十分になくて
病気になってしまう人が多いので、大 変だと思いました。
募金活動を通じていろんな人と助け合いをして、いい社会を
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トレセンとは…？

今年の夏はトレセンへＧＯ！！

こ
ん
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きっかけとなる
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金沢泉丘高校JRC部

毎月第3月曜日にJRCの2年生と1年生で大桑の子ども食堂へボランティアに
行っています。子供たちと、楽しくご飯を食べたり、一緒にゲームをしたり
しています。行ったばかりの頃は、緊張することもありましたが、慣れてくると
だんだんと子供たちの笑顔が増えてきて嬉しくなりました。また、片付けたり
部屋のお掃除をしたりなど、子供たちと協力して何かをなり遂げることにも
達成感を感じられました。子供たちと触れ合うことでJRC部員にとって充実
した時間となりました。これからもこの活動を続けていきたいと思います。  
 （１年　田賀　ねね）

子ども食堂では、子供たちの方から積極的に話しかけ
てくれたのですぐに打ち解けられました。夜になると
子供たちの親も集まり、まるで一つの大きなファミリー

みたいで心が温まりました。忘れられない思い出となりました。
１年　中道　在

子ども食堂でのボランティア活動

内灘高校

本校では、チャレンジ活動の一環として石川県災害ボランティア協会と
タイアップし、防災教育を行っています。この活動後に家庭科の授業で
防災について取り上げ、防災ボードゲーム「いえまですごろく」を使用させて
いただきました。
災害時のシチュエーションをすごろくゲームから学ぶことができ、プレイ
ヤー同士が協力しなくてはゴールができないことで、生徒同士のコミュニ
ケーションを生み出す機会にもなりました。グループ活動が苦手な生徒
たちも自然に頭を寄せ合って取り組み、助け合いが生まれてくる素敵な
教材に出会えたことに感謝しています。

授業で、防災すごろくをしました。最初は簡単だろうと
思いましたが、ゲームを始めてみると意外と難し
かったです。みんなで協力しないとゴールできない

点が難しく、改めて協力することの大切さを感じることができました。内灘高校は
海に近いので、家族と一緒にハザードマップを確認しました。
あまり学ぶ機会がない防災のことを楽しくゲームで学ぶことができました。今後、
いざという時に備えておけるようにしたいです。

１年　林　翔也

「いえまですごろく」で防災教育

県内各地で、各JRC加盟校が「気づき、考え、実行する」という態度目標のもと、
さまざまな活動を行っています。

2020年3月発行

日本赤十字社石川県支部
TEL 076-239-3880　FAX 076-239-3881 HP https://www.ishikawa.jrc.or.jp

2020年度 行 事 予 定

5月
日付未定
救護ボランティア基礎研修

6月
5日(金)
高文連JRC大会
6日(土)
金沢百万石まつり
救護・迷子捜索ボランティア

7月
25日（土）～27日（月）
リーダーシップ・
トレーニング・センター

9月
19日（土）
高文連JRC部
救急法競技大会

※本社主催行事への参加者は原則「リーダー
シップ・トレーニング・センター」修了者の
中から推薦します。

3月
22日（月）～26日（金）

【本社主催※】
スタディー・センター

ピックアップ

10月
28日（水）～11月4日（水）

【隔年】 JRC国際交流
・海外メンバー受入れ
・本社主催交流集会「Tokyo2020」※

ピックアップ

行事予定
ＪＲＣ国際交流

ピックアップ 開催予定のJRC行事をご紹介します。

日本赤十字社本社が2年に1度、アジア・大洋州からの海外メンバーを招き開催する
「国際交流集会」に併せ、石川県でも県内メンバーと海外メンバーの国際交流を行い
ます。

 国際交流集会×ユースのつどい
県内JRCメンバーやユースボランティアと
海外メンバーが、お互いの国や文化、活動
などを紹介し、理解を深めます。

 学校訪問
JRC 加盟校を訪問し、日本の文化や昔
遊びの紹介、日頃の授業を一緒に受ける
など、さまざまな交流を行います。

 本社主催国際交流集会 
 「Tokyo2020」
日本全国からJRCメンバーや、アジア・
大洋州からの海 外メンバーが集まる
交流会では、災害や紛 争、衛生など、
各国が直面するさまざまな問題について
ディスカッションを行います。

スタディー・センター
全国の高校生メンバーが集い、防災や
国際問題などについて学びます。研修
会では、グループワークを通じてリー
ダーシップを学び、実際にフィールド
ワークのなかで地元の方への取材を通
じて、多様な価値観や個別の事情を抱
えている方に対して何ができるのかを
考えます。

知り合いが一人もいない中での参加で
不安でしたが、全国のJRCの仲間とともに
多くの 貴 重 な 経 験 が で き 、参 加して
よ かったと思いました。学んだ「気づき、
考え、実行する」の言葉を忘れずに、これ
からの活動に励みます。

翠星高校　２年　西山　侑里

この回に参加したことで、ベトナムとは
どのような国か、さらにそこでの赤十字の
活動を知ることが できました。世界 の
様々な地域で赤十字がいろいろな活動を
していることも知ることができました。
たくさんの人と交流することができとても
楽しかったです。

　金沢辰巳丘高校　３年　山本　茜

2019年 青少年赤十字加盟校の活動
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