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平成30年11月17日（土）から21日（水）まで、ベトナム赤十字社のJRCメンバーであるフー・ズン・フィ

さん（男性）とチェン・ノップ・アンさん（女性）のふたりが石川県を訪れ、学校訪問や集会をとおして、

県内のメンバーや青年赤十字奉仕団員と交流しました。

平成30年9月27日（木）・10月25日（木）、未就学児・小学校低学年の子どもたちに、

「自分の命を自分で守る」力を身に付けてもらうための教材「ぼうさいまちがいさがし

きけんはっけん！」を、東みなと・七尾みなとこども園（七尾市）にそれぞれ贈呈しました。

教材を使った授業も行われ、七尾市奉仕団の協力のもとで行なわれたグループワークでは、

園児たちが「花びんが落ちてきたらあぶない」「地震になったら机の下がいいよ」など、危険な

場所やとるべき行動を考えていました。

11月20日（火）、ベトナムメンバーのフィさんとアンさんが松東みどり学園を訪れました。校舎内を見

学したあと、２年生１６名の「わくわくゲームランド」に挑戦し、日本の昔遊びや児童の考案したゲームを

楽しみました。生まれて初めて体験する「とんとんずもう」「紙コップけん玉」「ゴム鉄砲」では見事に新

記録をマークし、多くの子ども達から拍手を浴びていました。

全力で「おもてなし」をするフレンドリーな日本の子ども達の姿に感動したお二人、ゲームのあとには質

問にも答えてくださり、とても楽しい国際交流ができました。

11月18日（日）、金沢勤労者プラザで、県内JRCメンバーや青年奉

仕団など計39名が、お互いの活動紹介や「自己紹介ビンゴゲーム」、

日本の昔遊び体験などを通して、楽しく交流しました。

ベトナムメンバーとの出会いは初めてでしたが、

フィさん、アンさんといっしょに日本の昔の遊

び（お手玉・けん玉・あやとり）

や、英語でビンゴや伝言ゲー

ム！楽しい時を過ごすことが

できました。（リコーダーでの

ベトナム国歌演奏。緊張したけ

ど喜んでもらってうれしかった

です。）

小松市立松東みどり学園（小学部）シンチャオ！日本の昔遊びをどうぞ！

加盟校の活動

宝達中学校JRC委員会では、地元スーパーなど活動先を増やしたことで、ここ２年で募金額が増額し

ました。

最初は必ず不安と気はずかしさがありますが、そこで大事にしているのは「大声」ではなく、勇気を出して

歩み寄る「一歩」です。たとえ通り過ぎられても声をかけ、自然に触れ合う姿と近いよう、数人で活動しま

す。すると、小さい店ほど応じてくださる割合が高くなり、どこも募金額がほぼ同じなことがわかりました。

なかには高額の方もいて、子どもたちもびっくりします。

委員会はいつも、半分近くが経験者です。リピート率が高いのは、募金活動がよい思い出になるからで

しょう。子どもたちはお金と一緒に、喜びも頂いています。

宝達志水町立宝達中学校一歩出る募金活動

地域とともに学ぶ防災教育

毎月、避難訓練や安全教室で日頃から防災学習を行っています。紙芝居や絵本を使って目

に訴えるのですが、この教材「きけんはっけん！」はさらに参加型で楽しく学べるところがとても

良いと思います。子どもたち一人ひとりが自分で考え、危険な場所にマークをし、グループでどこ

がどう危ないから、どう避難したら良いかということまでを言葉にして表現します。

また、縦割りで行うことで年少・年中児は年長児の発言を聞き学べる場にもなります。教材

はコーティングされており、たくさんの児童が触れても汚れず破れにくく丈夫に出来ており、

今後もずっと活用していきたいと思います。

「きけんはっけん！」を利用して
 ～間違い探しで防災を学ぶ～

浅野川中学校では、緊急時に備え、部活動生徒全員を対象に心肺蘇生とAED操作の実技

講習を行っています。今年は日本赤十字社の指導員をお招きして、参加者全員が実際に体験

できるよう人形とAEDトレーナー35セットを使い、11月7日・14日・19日の３回行いました。

放課後の約１時間、トレーニング場や柔道場、体育館で、計425名の生徒が命に関わる救

急対応の方法を真剣に身を持って学ぶことができました。

19日（月）には県内訪問中のベトナムメンバーも参加し、合図しながら一緒に手当てをし

ていく姿に、言葉は難しくても「いのちに国境はない 」と実感しました。

金沢市立浅野川中学校
かな　 ざわ　  し　  りつ　 あさ　  の　  がわ  ちゅう  がっ   こう

いのちを救う技術をともに学ぶ
すく　　　　　   ぎ　　じゅつ　　　　　　　　　　　　　　　  まな

学校訪問
がっ　　こう　　ほう　   もん

国際交流集会×ユースのつどい
こく　　 さい　　こう　　りゅう　しゅう　 かい

教材の購入・使い方など、詳しくは日赤石川県支部（TEL：076-239-3880）までお問合せください。

「地震が起きたらどこが危ない？」と聞き “きけん
はっけん”の教材を見せると、「本棚が倒れてくる」「この時計の下が
危ない」とすぐに反応していた子ども達です。わかりやすい絵にシールを貼るという楽しさが

あり、どの子も真剣に危険な場所を探していました。この教材を活用し、震災の恐ろしさや

避難の仕方を伝えていきたいと思います。

　　「トレセン」って…？

「リーダーシップ・トレーニング・センター」
宿泊研修会
しゅく　　はく　  け

ん　  しゅう　   かい
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●日程
　7月27日（土）
 ～29日（月）
●会場
　国立能登青少年
　交流の家

みな　　　　　　　　　さん　 か　　　　　　　ま

皆さんの参加をお待ちしています！

羽咋市、
無料送迎バスあり（　　　　　　　　）


