
青少年赤十字創設100周年事業

過去 現在 未来

２．日赤本社事業で岩手県支部で取組む事業・・・・５つ事業

３．日赤第１ブロックで取組む事業・・・・・・・・１つ事業

４．日赤第岩手県支部で取組む事業・・・・・・・・３つ事業

１．青少年赤十字創設100周年コンセプトについて



100周年のプラン

プラン概要

スローガン

青少年赤十字は令和４年度に創設100年を迎えます。

これを機に、

〇赤十字の精神を再確認しましょう

〇世界の平和と人類の福祉に貢献しましょう

〇みんなで100周年のお祝いをしましょう

〇全国の青少年赤十字メンバーと情報を交換しましょう

〇自分たちの活動を活発にしましょう

〇楽しく有益な活動を実施しましょう

未来のあなたへ、やさしさを。

ロゴマーク

100年続く青少年赤十字のイメージをデザイン化

・100の中にある「青少年赤十字マーク」 と
「日本赤十字社公式キャラクターハートラ
ちゃん」やピンク色の英文字 「JUNIOR RED 
CROSS 100th ANNIVERSARY」から世界性と活
気を感じるデザインです
・100周年を記念し全国のブロックから応募
された作品の中から選ばれました

未来とは・・・１秒後から10年後の遠い日までを示します
あなたとは・・・You（他人）や I（自分） 幅広く意味します



100周年活動の切り口

人の命の大切さや思いやり

協力し合うことや支えあうことの 大切さについて

体験しながら「気づき・考え・実行する」

ことができる100周年

つなぐ

Connect

つづける

Continue

つくる

Create

あなたの活動を あなたの活動を あなたの活動を



青少年赤十字創設100周年の取組

２ のぼり/バナーを掲げる
３ バッジの着用
８ 旗寄せ書き
９ 賛助奉仕団とのコラボ
13 メッセージ
「私の考える青少年赤字」

※ テーマ・活動の切り口をもとに、各ブロック・支部でも独自の100周年記念活動を展開。県ごとの創設記念イヤーも。

１ 実践目標ごとの統一運動
７ JRC経験のある日赤職員

が講演
10 「創設100周年」を

付け事業を実施
11  活動表彰
12  古いグッズ集め

４ 手紙等で優しさを
考える

５ 周年記念展示会・
イベント等の実施

６ 日々行うJRC活動
の見える化
（SNSの活用）

つづける
continue

つなぐ
connect

つくる
create

全国統一運動

次の100年に向けて

≪期間≫ 現在～令和４年（2022年）度末まで ※コア期間令和４年５月～12月（予定）

未来…１秒後～10年後
あなた…You & I

気づき、考え、実行する

活動の
切り口

活動メ
ニュー

健康・安全 奉仕 国際理解・親善

未来のあなたへ、やさしさを。スローガン



日本赤十字社本社の１００周年事業（５つの取組）

②青少年赤十字創設100周年SNS企画

③バッジの着用

⑤旗への寄せ書き

④手紙等を送り 優しさについて考える活動

〇公式アカウントをフォロー、リアクション、投稿
〇「JRC活動」 「私の考える青少年赤十字」 「赤十字ゆかりの地」
〇学校アカウントからか、岩手県支部代表メールへ送信

〇１００周年記念バッチを着用（加盟園はシール）
〇着用方法は各校の工夫で（最も人数の多い学年分配分）
〇登録式資材とともに郵送

〇相手を決め手紙を書く。
〇手紙を送ったり、交流したり、掲示したりする。

〇指導者協議会各地区会間で旗をリレーして、寄せ書きを行う。
〇完成した寄せ書きはポスター展示会場に掲示する。

①青少年赤十字創設100周年オープニングセレモニー
〇令和4年5月5日 1４:００～ オンラインで配信



【岩手県支部の役割】
・オープニングセレモニーの情報を加盟校に周知する。

・当日は祝日であるが各家庭で視聴を働きかける。

・ダンス動画の受付とアップロード。

① 令和４年５月５日（木）こどもの日 14:00～15:３0

② オンラインで配信。ZoomになるかYouTubeになるか 後日連絡

③ 企画の1つとして、有名アーティストの作詞作曲による「100周年の曲」
＆ダンスを発表。さらに、このダンスのコピーする映像を募集することも
発表。

※ 有名アーティストの詳細は不明

本社主催 ①青少年赤十字創設100周年
オープニングセレモニー



つづける continue

【岩手県支部の役割】
・各校・各園や地区会・賛助奉仕団へ実践の

投稿を呼びかける。
・全国指導者協議会インスタにアップロード
・私の考える青少年赤十字のデータをプリント
しポスターコンクール作品展会場で掲示する。

生命と健康を大切にする

３つの実践目標

健康・安全

人間として社会や人のために
尽くす責任を自覚し、実行する

奉 仕

広く世界の青少年を知り
仲良く助け合う精神を養う

国際理解・親善

①各学校や指導者研修会の地区会で実践目標ごとの
活動を計画し実行し、その様子を投稿しよう。

②「私の考える青少年赤十字」をフリップに書いて
投稿しよう。

③青少年赤十字ゆかりの地について調べ投稿しよう。

本社主催

青少年赤十字創設１００周
年SNS企画のチラシや投
稿様式等を参考に、様々な
活動を、それぞれの学校の
インスタのアカウントからか
支部の代表アドレスへメー
ルでデータをいただければ
アップロードいたします。

②青少年赤十字創設１００周年SNS企画



②青少年赤十字創設１００周年SNS企画（チラシ）
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本社主催

青少年赤十字創設100周年
SNS企画

#JRC100th

０１

青少年赤十字全国指導者協議会のインスタグラム
公式アカウント「 JuniorRedCross_TSC_Japan 」をフォロー
（https://www.instagram.com/juniorredcross_tsc_japan/）

０２

ハッシュタグ「#JRC100th」で検索
出てきた投稿写真や動画へ「 ♡ いいね！」を押す
もしくはコメントやシェア等でリアクション！

♡ いいね！
コメント
シェア

してみよう

公式アカウントをフォロー

投稿へのリアクション

参加者募集



②青少年赤十字創設１００周年SNS企画（チラシ）
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本社主催

参加資格

１ 青少年赤十字加盟校のメンバーもしくは青少年赤十字指導者（青少年赤十字賛助奉仕団を含む）
青少年赤十字関係者であること

２ 未成年者の場合、保護者の同意を得ていること

応募方法 学校のアカウントから投稿するか、以下の５項目を下記へ送付しお申込み下さい！

投稿テーマは選べる７種類

令和４年１月１日～令和４年12月31日実施期間

日々行う「#青少年赤十字活動」の写真もしくは動画の投稿
１ #気づき考え実行する #青少年赤十字活動
２ #健康安全 #青少年赤十字活動
３ #奉仕 #青少年赤十字活動
４ #国際理解親善 #青少年赤十字活動
５ #７原則 #青少年赤十字活動
６ 「#私の考える青少年赤十字」の写真もしくは動画の投稿

自分が考える青少年赤十字について考えをまとめ、様式に記し投稿
７ 「#赤十字ゆかりの地」の写真もしくは動画の投稿

投稿内容

※ 参加にあたってはWEBサイトにある参加要項を必ずご確認願います。

投稿してみよう０３

※ 青少年赤十字創設100周年の詳細はWEBサイトへ
（URL：https://www.jrc.or.jp/volunteer-and-
youth/youth/news/information/jrc100th.html）

#JRC100th
#青少年赤十字活動
#奉仕 #岩手県

#赤十字ゆかりの地
#JRC100th #東京都

#私の考える青少年赤十字

#JRC100th #本社

100周年に
ついては
こちら！

#JRC100th
#テーマ名
# 都道府県名 説明文を付けて投稿！

１ 学校がある都道府県名
２ 投稿テーマ（上記の選べるテーマ７種類から選択）
３ 掲載予定のハッシュタグ（最大30個まで可能。ただし、 # テーマ、#JRC100th、 #都道府県は必須）
４ 写真や動画の説明文
５ 写真や動画のデータ（写真は1度の投稿で最大10枚まで可能。動画はMP4もしくはMOVデータ）

【投稿応募先】日本赤十字社 岩手県支部 青少年赤十字担当者
代表メールアドレス（seisyounen@iwate.jrc.or.jp）あて



①青少年赤十字創設１００周年SNS企画（チラシ）

本社主催 ②青少年赤十字創設１００周年SNS企画（投稿様式）

② # テーマ名（７種類から選択）① 岩手県支部 写真か動画を記載

写真/画像（動画のキャプチャー）を張り付け願います

※ 元のデータも支部へ提出

写真は一度に最大10枚の投稿が可能

③ 掲載予定の#ハッシュタグを全てご記入願います。
最大30個まで可能。ただし、 # テーマ、#JRC100th、 #都道府県は必須。 #ハッシュタグと文字の間のスペースはつけない。

#JRC100ｔｈ #

④ 写真/動画の説明をご記入願います。

〇〇〇



①青少年赤十字創設１００周年SNS企画（チラシ）

本社主催 ②青少年赤十字創設１００周年SNS企画（投稿様式例）

青少年赤十字活動例：本社

掲載予定の＃ハッシュタグを全てご記入願います（都道府県名を含む）。なお、＃は最大30個まで。＃と文字の間のスペース
はつけない。
#青少年赤十字活動 #奉仕 #JRC100ｔｈ #岩手県 #JuniorRedCross #日本赤十字社本社 #JapaneseRedCross #
マスクづくり #mask #7fundamentalprinciples #voluntaryservice #Iwate

写真/動画の説明をご記入願います。

マスクを自分たちで作り、マスクをもっていない方へお届けしました。
We made masks for those who need them. 

写真１枚

このスライドは提出の
際削除願います



①青少年赤十字創設１００周年SNS企画（チラシ）

本社主催 ②青少年赤十字創設１００周年SNS企画（投稿様式例）

私の考える青少年赤十字例：本社

掲載予定の＃ハッシュタグを全てご記入願います（都道府県名を含む）。なお、＃は最大30個まで。＃と文字の間のスペース
はつけない。
#私の考える青少年赤十字 #JRC100ｔｈ #熊本県 #JuniorRedCross #日本赤十字社本社 #JapaneseRedCross
#スタディー・プログラム #青少年赤十字指導者 #JuniorRedCrossisforme #studyprogurame #Kumamoto

写真/動画の説明をご記入願います。
令和３年度スタディー・プログラムをご担当いただいた青少年赤十字の指導者が考える青少年赤十字の映像です。
This is a video made by teachers sponsors. The theme is “Junior Red Cross is … for me”.

動画１本

このスライドは提出の際削除願います

これまでの青少年赤十字活動を
振り返ってみましょう。

「私の考える青少年赤十字」を
紙に書いてみましょう。

他のメンバーと意見を交換して
みましょう。



メッセージ「私の考える青少年赤十字」（フリップ）

岩手県 名前（もしくはニックネーム）



①青少年赤十字創設１００周年SNS企画（チラシ）

本社主催 ②青少年赤十字創設１００周年SNS企画（投稿様式例）

赤十字ゆかりの地例：本社

掲載予定の＃ハッシュタグを全てご記入願います（都道府県名を含む）。なお、＃は最大30個まで。＃と文字の間のスペース
はつけない。
#赤十字ゆかりの地 #JRC100ｔｈ #東京都 #JuniorRedCross #日本赤十字社本社 #JapaneseRedCross #殉職救護
員慰霊碑
#立像 #創立100周年記念事業 #1977 #献花 #Tokyo

写真/動画の説明をご記入願います。

東京都港区にある日本赤十字社の本社には、殉職救護員慰霊碑と立像が建っています。この立像は、1977年に日本赤十字
社が創設100周年の記念に建立されました。毎年８月15日には献花が行われています。

写真２
枚

このスライドは提出の
際削除願います



【岩手県支部の役割】
・加盟校にバッジを配布 加盟園にはシールを配付します。
・登録式資材とともに郵送いたします。
・バッジの数は、各校の最も人数の多い学年の児童・生徒数を配付、

高文連JRC委員会は部員全員、 加盟園は登録園児数を配付します。
・バッチの着用についてはは、各校で工夫をお願いします。

例 ①JRC委員や児童会・生徒会役員の着用 ②学年ごとにVS活動を
企画し実践する。担当学年がバッジを着用。③挨拶運動担当の児童
生徒が着用。④学級・学年ごとに期間を決めてバッジをリレーし着用
する。⑤VS活動を呼びかけて参加者がバッチを着用する。⑥思いやり
やボランティア活動を実行した児童・生徒に配付し着用を促す。

〇青少年赤十字100周年記念バッジを着けてみま
しょう。
〇青少年赤十字の加盟校へ配付されるこのバッジ
は全国のメンバーが持っています。
〇同じものを着用することで、全国のメンバーと
つながりましょう。

つなぐ connect

③ バッジの着用本社主催
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【岩手県支部支部の役割】

・手紙のデータを全国指導者協議会のインスタ
グラムへアップロードする。

・送られてきたデータを印刷し、ポスターコン
クール会場に掲示する。

〇青少年赤十字創設100周年のスローガン
「未来のあなたへ、優しさを。」について考え “あなた”へ手紙をつくってみま
しょう。
〇手紙の相手“あなた”は、家族・お友達・先生・未来の自分であったり、自由に
選びましょう。
〇書いた手紙を相手に送ったり、紹介し合ったり、掲示したりしましょう。
〇手紙の一部や掲示した手紙の全体を活動を写真にとり、データを岩手県支部に
送りましょう。

④手紙等を送り 優しさについて考える活動

つくる create

本社主催
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④手紙等を送り 優しさについて考える活動本社主催
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【岩手県支部の役割】
・青少年赤十字メンバーや指導者等関係者からコメントを募集する。
・6月末までにA4サイズの寄せ書きを加盟校や指導者、賛助奉仕団から

PDF、FAX、郵送で支部までに送信、送付してもらう。
・集まったA4寄せ書きをサイズダウンしアイロンプリントで旗に転写する。
・完成した寄せ書きは岩手県支部に掲示するとともに、10月に行われる

ポスターコンクール作品展示会場に掲示する。
・指導者協議会各地区会間を「旗のリレー」をする。寄せ書き展示方法は

地区協議会の裁量とします。旗の郵送料は岩手県支部が負担します。
・またホームページやSNSに掲載したり、全国指導者協議会のインスタグ

ラムにアップロードします。

青少年赤十字100周年の旗へ寄せ書きをしてみましょう。
県内や全国の青少年赤十字メンバーや指導者等関係者が一斉に想いをつな
ぎます。
記載する内容は優しさあふれる“あなた”へのメッセージや、未来へのメッ
セージ、目標など自由に選ぶことができます。

つなぐ connect

⑤ 旗への寄せ書き本社主催



日本赤十字社本社第１ブロック１００周年事業
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①第一ブロックとは

②第１ブロック高校生メンバー交流会

〇北海道・東北６県を第１ブロックとしている。

〇主 旨 高校生メンバーが活動を交流し知識や技能を高め
自主性やリーダーシップを高めJRC活動の推進に
寄与する。

〇開催日 令和４年10月に開催予定 １泊２日で交流をする
〇開催場所 福島県郡山市
〇日 程 各県の活動交流 ワーク
〇派遣メンバー 高文連JRC加盟校の生徒6名・引率者１～３名
〇派遣選考 トレセンに参加した生徒から選考する。また、

JRC担当指導者の推薦をもって決定する。
〇経 費 旅費・宿泊費は支部が負担する。



岩手県支部 JRC１００周年事業

①トレセンセンター長によるJRC100周年記念講話

〇加盟校の小学生、中学生・高校生、それぞれを対象に２日間で実施。

〇小学生対象―5月13日（金） １５：００～
〇中・高校生対象－5月10日（火） １５：００～

Zoomを使い配信します。。

〇トレセンセンター長から、赤十字の歴史や基本理念についてまた、
青少年赤十字活動の実践やトレセンについて講話、交流する。

〇配信内容は録画し、後日視聴できるようにする。

〇各校で積極的に視聴できるよう配慮をお願いしたい。

〇視聴後「私の考える青少年赤十字」を書き、岩手県支部へ写真データ
を送ってもらうよう依頼する。写真には顔が写っていなくてもかまわ
ない。また、名前もニックネームでも構わない。



岩手県支部 JRC１００周年事業

②JRC創設100周年記念ポスター展

〇10月9日（日）江釣子SCパル
10月16日（日）または23日（日）イオンモール盛岡（前潟）を予定

〇赤十字ふれあいフェスタ（救急法講習、防災クイズ等）と同時開催

〇ポスターコンクール 入賞10点、入選5９点を展示する

〇岩手の青少年赤十字のあゆみ（歴史）を展示

〇トレセンに係る写真、岩手の青少年赤十字バックナンバー等を展示

〇「私の考える青少年赤十字」を「優しさについての手紙を掲示



岩手県支部 JRC１００周年事業

③ 青少年赤十字関係者による座談会

〇11月１４日（月）の行われる青少年赤十字事例研究発表会の
午後の講演会に代えて、を行う。

〇パネラーとして、賛助奉仕団員、トレセンセンター長、JRC担当教員等
に依頼する。

〇座談会の内容は、青少年赤十字の歴史やトレセンでのエピソード、
これからのJRC活動の在り方など。

〇座談会の内容を「岩手の青少年赤十字」４５号に掲載する。

〇座談会の様子はオンラインで配信する。また、後日支部ホームページの
「YouTube」に投稿する。



赤十字の今（資料）

■５月は赤十字運動月間
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こうした歴史的な日のある5月を毎年『赤十字運動月間』として、
支援者の皆さまに赤十字活動の報告や継続的な協力をお願いしています。

☆ 詳細はこちら：https://www.jrc.or.jp/lp/gekkan/

■日本赤十字社のメールマガジン「赤十字NEWS LETTER」

■Facebook、Twitter、Instagram（赤十字国際ニュース用）

Facebook(@japaneseredcross)： http://www.facebook.com/japaneseredcross
Twitter(@JRCS_PR) : https://twitter.com/jrcs_pr
Instagram(@kaigai_tasukeai)：https://www.instagram.com/kaigai_tasukeai/

「赤十字NEWS LETTER」では、世界中で行っている人道支援活動に加え、
生活に身近な国内での活動までご覧いただくことができます。

☆ 登録はこちら：
https://ek21.asp.cuenote.jp/mypage/regist/TbRbbRRgT33TRb1Y7&linksource=magmag

https://www.jrc.or.jp/lp/gekkan/
http://www.facebook.com/japaneseredcross
https://twitter.com/jrcs_pr
https://www.instagram.com/kaigai_tasukeai/
https://ek21.asp.cuenote.jp/mypage/regist/TbRbbRRgT33TRb1Y7&linksource=magmag


この資料は日赤岩手
県支部のホームペー
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できます。

・JRC担当の先生
におかれましては、
HPでの事業の確
認及び各種資料を
ダウンロードして
ご活用くださいま
すようお願いいた
します。


