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大分県支部

〒870-0033 大分市千代町2丁目2－37
TEL（097）532－6181・FAX（097）533－1207
http://www.oitasekijyuji.jp/

大分赤十字病院
〒870-1198 大分市大字玉沢字楠本775番地の1
　　　　　　「トキハわさだタウン」３街区２階
TEL（097）574－6822・FAX（097）542－5777
予約専用  0120－4
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献血ルーム「わったん」
〒870-0889 大分市大字荏隈717－5
TEL（097）547－1151・FAX（097）547－1141
https://www.bs.jrc.or.jp/bc9/oita

大分県赤十字血液センター

大分市千代町２丁目３番31号
TEL（097）534-2236・FAX（097）533-6795

http://www.oita.jrc.or.jp/
日赤大分 検 索 「日赤おおいた」のバック

ナンバーは、こちらから
ご覧になれます。

赤十字3施設の情報をリアルタイムで発信中!  「赤十字大分 Facebook」で検索して、いいね！をお願いします。

大分県支部
Our world. Your move.

◆幼稚園・保育所向け防災教材
　「ぼうさいまちがいさがし　きけんはっけん！」
　が完成しました！
◆12月はNHK海外たすけあいの受付月間です
◆ECOが災害時でも役立つ!?
　ペーパーバッグの作り方
◆赤十字へご意見をお聞かせください
　「オリジナル防災グッズ」が当たる
　アンケート実施中!

Topics

すみれ保育園（臼杵市）のみんなと、防災について考えました

「ぼうさいまちがいさがし　きけんはっけん!」より問題「風水害」

こたえは　なかに　あるよ！
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　 各種義援金受付中

　各地で起きた災害で被災された方々への支援として日本
赤十字社では以下の義援金を受け付けています。

義援金の他、赤十字への活動資金も随時受け付けています。
各種ご寄付の協力方法については、お問い合わせください。

日赤大分県支部　総務課　TEL 097-534-2236

※受付期間は変更となる場合があります。

2018.12　

アンケートに
ご協力お願いします

今後の「日赤おおいた」の紙面づくりの参考とするた
めに、アンケートへのご協力をお願
いします。
以下の①～④をご記入のうえ、平
成31年2月8日（金）必着で、郵便、
FAXにてご回答ください。ご協力い
ただいた方から抽選で10人の方に、
「防災グッス8点セット」をプレゼン
トします。
皆様のご意見をお待ちしています。

　①お名前・郵便番号・ご住所・年齢
　②本紙を読まれた場所（地区名など）
　③本紙へのご意見・ご感想
　④今後掲載してほしい内容

▲袋の中には、ホイッスル、ブランケット、
スリッパ、レインポンチョ、マスク、
携帯トイレ、タオル が入っています

つよい　あめが　ふっています。
① から ⑩ まで、  どんな　きけんが　あるかな？

●回答先●
　郵 送　〒870-0033　大分市千代町２丁目３番31号
　　　　日本赤十字社大分県支部　総務課
　　　　「日赤おおいた」40号 アンケート係
　FAX （097）533-6795
※記念品当選者の発表は、発送をもって代えさせていただき
ます。

受付期間 義援金（災害）名

H30.12.31（月）まで 平成 30年 7月豪雨

H31.3.31（日）まで

東日本大震災

平成 28年熊本地震
※大分県内の被災者への受付は終了しています

平成 29年 7月 5日からの大雨
※大分県内の被災者への受付は終了しています

平成 30年北海道胆振東部地震

　 各種義援金受付中

① ② ③ ④ ⑤① ② ③ ④ ⑤

②１枚だけ輪の方に
　折り返す。

①紙を二つに折る。 ③裏返して
　三等分にする。 ④折り重ね、上になった部分をはさむ。 ⑤手前に二つに折る。

⑥

⑥折り山から手を入れ、袋を広げる。
　底の両角を押し上げると座りがついて立つ。

ペーパーバッグは、
環境に優しく災害時
にも役立ちます。

レジ袋がなくても大丈夫！
生ごみがたくさん出る年末年始に試して欲しい！

用意するもの 新聞紙や広告などの紙 1枚ペーパーバッグの作り方
知って得！



ご協力方法 受　付　場　所（12/1 ～ 12/25 の平日のみ）
現金 日赤大分県支部・NHK大分放送局（オアシスひろば 21内）
お振込み（手数料免除） 大分銀行・ゆうちょ銀行・大分県農業協同組合（JA）・大分県漁業協同組合（JF）　各店舗窓口

12 月はNHK海外たすけあいキャンペーン
　「苦しんでいる人を救いたい」という共通理念を持つ、世界 191 の国と地域にある
赤十字社のネットワークを利用して支援を届けるため、12 月１日から 25 日まで海
外たすけあい救援金を受け付けます。世界中に赤十字社があり、中立の立場で活動
しているからこそ、国際社会の支援が届きにくい地域にも支援を届けることができ
ます。
　日赤大分県支部では、JRおおいたシティ広場にて街頭募金を行う他、以下の場所
で救援金を受付けます。

※各銀行窓口でのお振込みで手数料が免除となります。窓口にて「海外たすけあい」とお伝えください。

赤十字の新しい防災教材
「ぼうさいまちがいさがし　きけんはっけん！」を使用して、
すみれ保育園（臼杵市）で防災セミナーを行いました

　「ぼうさいまちがいさがし　きけんはっけん！」は、幼稚園・保育所の子どもたちに、災害時の危険（場所・行動）について伝え、
自分の身を守るための基礎的な知識や判断力を身に付けてもらうことを目指して、防災＆情報研究所の監修で日本赤十字社と
特定非営利活動法人プラス・アーツが企画・制作した教材です。

教材のテ
ーマ 親しみやすいイラストをつうじて、①～⑥のことについて、楽しみながら

防災を学べます。
①導入（災害が起こると自分たちの町はどうなるか）　②地震（危険な場所、身を守る方法）　　　　③避難（先生の指示に従う）
④津波（できるだけ頑丈な高いところに避難する）　　⑤風水害（危険な場所・正しい避難方法）　　⑥雪害（危険な場所）

先生の声
これまでも危ない場所や災害時の約束事については園児に話
していましたが、この教材はイラストを見ながら理解できる
ので、子どもたちの気づきを促し、防災への意識づけができ
ました。（すみれ保育園　神田園長）

防災について勉強したあとは、ハ
イゼックスという特殊なビニール
袋を利用して、カレーライスを作
りました♪

　日赤大分県支部では、青少年赤十字（JRC＝ Junior Red 
Cross）に加盟している 33の幼稚園・保育所・こども園に、
この教材を配布しました。日本赤十字社のホームページから
ダウンロード（A3サイズ）ができます。また、プラス・アー
ツWEBサイトからは、ご購入も可能です。

教材や防災セミナーについてのお問い合わせはこちら
日本赤十字社大分県支部　事業推進課　TEL097-534-2237

表紙のこたえ（いくつ　せいかい　できたかな？）

地震が起きた時、絵の中で何が危険かを、皆で答えを出し合い、考えました

昨年の街頭募金の様子
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日赤大分県支部へようこそ！
赤十字事業説明バスに参加下さった皆様をご紹介します。ご参加いただき、ありがとうございました！

日田市城内新町の皆さん 日出町民生委員・児童委員の皆さん 豊後大野市三重町区長会の皆さん

日赤大分県支部の事業は、県民の皆様からお寄せいただく
社資（活動資金）によって支えられています

4市へ救護資機材を贈呈しました

市町村 贈呈資機材
日 田 市 災害救援物資用テント　1張
佐 伯 市 災害救援車整備補助金
臼 杵 市 災害用移動炊飯器（炊き出し器）1台
竹 田 市 災害救援物資用倉庫

◆贈呈一覧

　当支部平原健史事務局長が「災害時ではもちろん、防災・減災
を目的とした地域でのセミナーでも役立てていただきたい」と述
べ、4市を代表して臼杵市柴田監福祉課長より「災害時の被災者
支援はもとより、平時においても赤十字の広報となるよう有効に
使います。」と謝辞をいただきました。地域での資機材の活躍に
期待しています。

日赤大分県支部では、毎年県内市町
村を対象に災害用資機材を贈呈して
います。
今年度は、日田市・佐伯市・臼杵市・
竹田市を対象に以下の資機材を贈呈
しました。目録を受け取る臼杵市福祉課柴田課長
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①　　　やまの　どしゃくずれの　きけん！
②　　　きに　かみなりが　おちる　きけん！
③～⑨　かわの　みずが　あふれたり　こうずいが

おきる　きけん！
⑩　　　つよい　かぜで　おもたいものが　とんで

くる　きけん！

つよい　あめや　たいふうの　ひは
ひくい　たてものより
たかくて　がんじょうな
たてものに　ひなん　
しよう！
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大分赤十字病院からのお知らせ

第2回 『健康フェスタ』 を開催しました！
　このイベントは、地域の方たちに、当院のことをもっと
知ってもらおうという考えのもと企画され、今年で 2回目
の開催となりました。会場ではオープニングアトラクショ
ンに大分東明高校バトントワリング部の演技が行われ、特
別講演では、アフリカンサファリ獣医師の神田先生をお招
きし、大いに盛り上がりました。昨年に引き続き展開した
健康チェックやナース体験などのブースは、前回を上回る
お客様にご来場いただきました。来年度も開催する予定と
なっておりますので、ご期待ください。

オープニングでは華やかな
バトントワリングを披露

（大分東明高校バトントワリング部）

今年初めて展開した
『こども救急隊』は、大盛況！

大分県赤十字血液センターからのお知らせ

「複数回献血クラブ」を「ラブラッド」に
リニューアルしました！ 会員大募集！

　血液センターでは、定期的に献血をしてくださる方向けの
Web会員サイトとして 2006 年に「複数回献血クラブ」を開設
しました。今般、安全な血液のさらなる安定確保を図るため、
10 月 29 日より複数回献血クラブの会員サイトを一新し、献血
Web会員サービス「ラブラッド」としてリニューアルしました。
　「ラブラッド」では、次の 4点の特徴により会員特典が充実し
ています。
　ぜひ、皆様のご入会をお願いします。
※本会へのご登録は既に献血にご協力いただいたことのある方が
対象となります。

【ラブラッドの特徴】

ラブラッド会員ページURL及びQRコード
　https://www.kenketsu.jp/
ラブラッドに関するお問い合わせ
　大分県赤十字血液センター 献血推進課　TEL　097-547-1154

全国どこでも
献血予約が
可能 !

ポイントが
貯まる !

貯まったポイントは
粗品と交換 !

血液検査の
結果通知が
早い !

会員限定の
キャンペーンや
特典が届く !


