
5月は赤十字会費増強運動月間です。

平成２９年４月から、従来の社員制度の一部が変わります。

ご不明な点などございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

Question!

①自治会・町内会や赤十字奉仕団を通してのご協力
②各市町村の赤十字窓口でのご協力
③日赤鹿児島県支部や県内の赤十字施設（赤十字病院・血液センター・錦江園）でのご協力
④銀行・郵便局からのお振込によるご協力

⑤口座自動引落としでのご協力
日本赤十字社本社（東京都港区）でとりまとめております「口座自動引落し」での
活動資金のご協力方法です。ご自分の希望される月に、ご登録いただく金融機関の
口座から会費（活動資金）のご協力をいただくものです。

⑥インターネットでのご協力（クレジットカード）
インターネットで簡単に赤十字の活動資金としてご協力いただけます。(1回2,000円以上)

⑦遺贈・相続財産等のご協力（相続税の優遇措置があります。）

赤十字支援法人として
上記の①～⑥に加えて、事業所内に赤十字寄付金付自動販売機の設置や店頭への赤十
字支援ＢＯＸ（募金箱のようなもの）を設置して、ご協力いただくことができます。

赤十字の会費等（活動資金）の寄付の方法
を教えて！

?

Answer!

ご不明な点などございましたら、最終頁の連絡先までお問い合わせください。
日赤鹿児島県支部ホームページ　http://www.kagoshima.jrc.or.jp/
日赤本社ホームページ　http://www.jrc.or.jp/　

会費等（活動資金）へのご協力方法

・銀行からのお振込

・郵便局、ゆうちょ銀行からのお振込
口座番号

02020-1-925
加入者名

日本赤十字社鹿児島県支部

金融機関名
鹿児島銀行鴨池支店

口座番号
普通預金 665556

加入者名
日本赤十字社鹿児島県支部　支部長　三反園　訓

※「専用振込用紙」をご使用いただいた場合、手数料は免除となります。「専用振込用紙」の
　ご送付につきましては、お手数ですが日赤鹿児島県支部までお問い合わせください。

≪個人の場合≫

≪法人の場合≫

Question!
寄付をすることで受けられるメリットや
特典などがあるの？

ご協力に応じて、税制上の優遇措置や表彰
制度の適用があります。

?

Answer! 鹿児島県支部　近年、「自分が亡くなった後、これまで築いた財産の一部
を赤十字に寄付したい」といったご相談や、大切な方を亡
くされたご遺族から、「個人の遺産を社会のために役立てて
ほしい」というお申し出を多くいただいております。
　当県支部では、こうした尊いご意思に応えるために、遺産・
相続財産の寄付などを承っております。また、これらの寄
付金には非課税となる税制上の優遇措置があります。
　詳しくは、日本赤十字社鹿児島県支部組織振興課までお
問い合わせください。

ご自身や故人の思いを赤十字へ

赤十字からのお知らせ

平成28年熊本地震　避難所の救護所内にて
ハートラちゃんオリジナルペンを
抽選で10名様にプレゼント！

〈応募先〉
〒890－0064 鹿児島市鴨池新町1番5号
日本赤十字社鹿児島県支部組織振興課
ＴＥＬ：099－252－0600
ＦＡＸ：099－258－7037
E-mail：shibu-rc@po.minc.ne.jp

　下記事項を明記の上、郵送・メール・ＦＡＸにて
平成29年6月30日（金）までにご応募ください。
①お名前
②郵便番号・ご住所
③電話番号
④年齢
⑤「赤十字かごしま202号（今号）」の入手先
⑥「赤十字かごしま」へのご意見・ご感想
　　または赤十字活動に対するご意見

【ペン仕様】
・胴部白色
・ボールペン４色（黒・赤・青・緑】＋シャープペン

※当選者の発表は、プレゼントの発送をもって代えさせ
ていただきます。
※本プレゼントの応募を通じてご提供いただきました
個人情報は、本プレゼントの運営に関すること以外の
目的で使用することはありません。
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 日本赤十字社鹿児島県支部は、今年創立125周年を迎えます。創立以来、国
内災害時の医療救護活動など幅広い活動を展開してきましたが、これらの活動
は、皆様からご協力いただく会費（活動資金）によって支えられています。

活動資金にご協力ください。

★皆様へのお願い★
これまでどおり、日本赤十字社に対し、
年に500円以上を目安とした、ご協力を
お願いいたします。

日本赤十字を取り巻く環境の変化や、社員や社費という名称
がわかりにくいとの反省を踏まえて、次の通り変更します。

★「社員」を「会員」、「社費」を「会費」と呼称を変更します。

★支援者の中で、年2,000円以上のご協力をいただいた方に
は、ご希望により、日本赤十字社の運営参画の支援者とし
て登録させていただき、広報誌などを通じて情報提供させ
ていただきます。

なぜ変わるの？どう変わるの？

? Question!

Answer!



赤十字は、皆様からいただく会費（活動資金）で様々な事業を行っております。赤十字は、皆様からいただく会費（活動資金）で様々な事業を行っております。
　国内で災害や大事故などが発生したとき、いち早く被災地等に駆
けつけ医療救護活動を行うとともに、被災者のストレスを緩和する

ための「こころのケア」などを行います。熊本地震発生の際は、本県支部から救護班を計４班（２５名）、
熊本県支部災害対策本部運営の支援員等を１１名派遣しました。

国内災害救護

　災害等発生時に、
各関係機関が緊密な
連携を保ち、人命救
助から救急医療活動
などを迅速かつ適切
に実施することを目
的として、日頃か
ら、日赤独自の訓練

のほか、県内外の様々な救護関係機関が参加する訓練や各種
研修に職員を派遣するなどして、救護に関わる体制の強化に
努めています。

災害救護訓練

　赤十字は、未来を担う子どもたちが、世界の平和と人類の
福祉に貢献できるよう、優しさや思いやりの心を育むため
に、「気づき・考え・実
行する」の態度目標を掲
げ、学校教育現場におい
て青少年赤十字活動を推
進しています。

県内青少年赤十字加盟
登録校園数：５１０校
（平成２９年３月末）

青少年赤十字の育成
　現在、１９０の国々に、赤十字社
や赤新月社等があり、日本赤十字社
は世界の赤十字と連携を取り、紛争
や自然災害等で苦しんでいる人々に
対する支援を行っています。

国　際　活　動

　災害救護など、国内外を
問わず、広く社会に貢献で
きる、質の高い看護師等を
養成しています。

　日本赤十字社鹿児島県支部に
おいては、以上の事業のほか、
県内の赤十字施設として鹿児島
赤十字病院・鹿児島県赤十字血
液センター・特別養護老人ホー
ム 錦 江 園 が そ れ ぞ れ の 事 業 を
行っています。

看護師等の
養成

　救急法講習では、ＡＥＤの使い方や
心肺蘇生・止血・包帯・固定・搬送
などについての知識や技術を学ぶこ
とができます。
　幼児安全法講習では、こどもに起
こりやすい事故の予防とその手当、
かかりやすい病気への対処などにつ
いて学ぶことができます。
　このほか、水上安全法講習や健康
生活支援講習も実施しています。

救急法等の講習
　地域に根差した活動（炊き出しなど）を行う地域奉仕団
や、特殊な技術や資格を生かした特殊奉仕団、大学生や社
会人からなる青年奉仕団など幅広い世代の方々が、赤十字
の活動を支えています。

赤十字奉仕団活動

　災害発生時に速やかに災害救援物資を被災者に配分
できるよう、鹿児島県支部及び県内３７カ所に災害救

援物資を備蓄しています。被災者に配分されるものとして緊急セット（携帯ラジオ・懐中電灯
など）や毛布、タオルケット、ブルーシートがあります。熊本地震の際は、本県支部から被災
地へ毛布 1,000 枚とタオルケット 700 枚をお届けしました。

救援物資の備蓄

災害救護活動のために
24,321,000円

救急法等講習のために
16,175,000円

赤十字奉仕団・青少年
赤十字育成のために
26,581,000円

医療・献血・社会福祉事業の
ために  1,415,000円

赤十字思想の
普及のために
41,663,000円

国際活動のために
35,348,000円

将来の赤十字活動のために
11,348,000円

災害と設備整備等のために
13,390,000円

赤十字活動の運営と
推進のために
55,966,000円

救護看護師養成のために
4,450,000円

市町村における
赤十字活動のために
43,340,000円

Question!

赤十字の創始者アンリー・デュナンが誕生したのが
５月８日、日本赤十字社の前身「博愛社」の誕生が
５月１日で、５月は赤十字にとって縁が深いことか
ら、「赤十字運動月間」として、赤十字思想の普及
等に努めています。併せて、この５月を中心に「赤
十字会費増強運動月間」として、皆様に赤十字事業
へのご理解とご協力を呼び掛けています。

なぜ、赤十字運動月間は５月なの？

?

Answer!

歳出予算
2億7,399万7,000円

皆様からお寄せいただく会費等（活動資金）は、
このように様々な目的のために活用されており
ます。具体的な事業内容については、右の見開
きページをご覧ください。

平成29年度一般会計予算
緊急セット

特別養護老人ホーム錦江園

鹿児島県赤十字血液センター鹿児島赤十字病院

社会福祉事業

医療事業 血液事業
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　当県支部では、こうした尊いご意思に応えるために、遺産・
相続財産の寄付などを承っております。また、これらの寄
付金には非課税となる税制上の優遇措置があります。
　詳しくは、日本赤十字社鹿児島県支部組織振興課までお
問い合わせください。

ご自身や故人の思いを赤十字へ

赤十字からのお知らせ

平成28年熊本地震　避難所の救護所内にて
ハートラちゃんオリジナルペンを
抽選で10名様にプレゼント！

〈応募先〉
〒890－0064 鹿児島市鴨池新町1番5号
日本赤十字社鹿児島県支部組織振興課
ＴＥＬ：099－252－0600
ＦＡＸ：099－258－7037
E-mail：shibu-rc@po.minc.ne.jp

　下記事項を明記の上、郵送・メール・ＦＡＸにて
平成29年6月30日（金）までにご応募ください。
①お名前
②郵便番号・ご住所
③電話番号
④年齢
⑤「赤十字かごしま202号（今号）」の入手先
⑥「赤十字かごしま」へのご意見・ご感想
　　または赤十字活動に対するご意見

【ペン仕様】
・胴部白色
・ボールペン４色（黒・赤・青・緑】＋シャープペン

※当選者の発表は、プレゼントの発送をもって代えさせ
ていただきます。
※本プレゼントの応募を通じてご提供いただきました
個人情報は、本プレゼントの運営に関すること以外の
目的で使用することはありません。
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 日本赤十字社鹿児島県支部は、今年創立125周年を迎えます。創立以来、国
内災害時の医療救護活動など幅広い活動を展開してきましたが、これらの活動
は、皆様からご協力いただく会費（活動資金）によって支えられています。

活動資金にご協力ください。

★皆様へのお願い★
これまでどおり、日本赤十字社に対し、
年に500円以上を目安とした、ご協力を
お願いいたします。

日本赤十字を取り巻く環境の変化や、社員や社費という名称
がわかりにくいとの反省を踏まえて、次の通り変更します。

★「社員」を「会員」、「社費」を「会費」と呼称を変更します。

★支援者の中で、年2,000円以上のご協力をいただいた方に
は、ご希望により、日本赤十字社の運営参画の支援者とし
て登録させていただき、広報誌などを通じて情報提供させ
ていただきます。

なぜ変わるの？どう変わるの？

? Question!

Answer!



5月は赤十字会費増強運動月間です。

平成２９年４月から、従来の社員制度の一部が変わります。

ご不明な点などございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

Question!

①自治会・町内会や赤十字奉仕団を通してのご協力
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⑤口座自動引落としでのご協力
日本赤十字社本社（東京都港区）でとりまとめております「口座自動引落し」での
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口座から会費（活動資金）のご協力をいただくものです。
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インターネットで簡単に赤十字の活動資金としてご協力いただけます。(1回2,000円以上)

⑦遺贈・相続財産等のご協力（相続税の優遇措置があります。）

赤十字支援法人として
上記の①～⑥に加えて、事業所内に赤十字寄付金付自動販売機の設置や店頭への赤十
字支援ＢＯＸ（募金箱のようなもの）を設置して、ご協力いただくことができます。

赤十字の会費等（活動資金）の寄付の方法
を教えて！

?

Answer!

ご不明な点などございましたら、最終頁の連絡先までお問い合わせください。
日赤鹿児島県支部ホームページ　http://www.kagoshima.jrc.or.jp/
日赤本社ホームページ　http://www.jrc.or.jp/　

会費等（活動資金）へのご協力方法

・銀行からのお振込

・郵便局、ゆうちょ銀行からのお振込
口座番号

02020-1-925
加入者名

日本赤十字社鹿児島県支部
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普通預金 665556
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日本赤十字社鹿児島県支部　支部長　三反園　訓

※「専用振込用紙」をご使用いただいた場合、手数料は免除となります。「専用振込用紙」の
　ご送付につきましては、お手数ですが日赤鹿児島県支部までお問い合わせください。

≪個人の場合≫

≪法人の場合≫
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制度の適用があります。

?
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