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赤十字体験パーク（トキハわさだタウン）

Topics

赤十字体験パークを開催
全日本スーパーフォーミュラ選手権にブース出展＆
チャリティーオークション
令和元年全国赤十字大会に参会
市町村へ救護資機材を贈呈
「赤十字オリジナルぬいぐるみ」が当たるアンケート実施中
大分県支部

赤十字体験パークを開催しました。
赤十字では毎年、５月の赤十字運動月間の一環として、
赤十字の事業を体験できるイベントを開催しています。今
年は５月11日にトキハわさだタウン フェスタ広場におい
て開催しました！
全部で７つの体験ブースがあり、日本赤十字社大分県支
部、大分赤十字病院、大分県赤十字血液センターで行って
いる事業を実際に体験することで、赤十字をより身近に感
じてもらえるイベントになっています。当日は531名の来
場があり、家族で楽しく赤十字を学んでいただきました。

赤十字ボランティアによる呈茶で一休み♪

キッズ看護師体験「わたしはナース」
血圧を測ってみよう！

マスターしよう！心肺蘇生 胸骨圧迫で救助活動！

レーシングファンの想いを熊本へ届けます！
５月18日〜19日、日田市オートポリスで開催された2019全日本スーパーフォーミュラ選手権シリーズ 第２戦
に行って来ました！ 大会を主催する㈱日本レースプロモーション様は、社会貢献に熱心に取り組んでおり、私た
ち赤十字社に対しても、日本各地で様々なご支援を頂いております。
今回は、昨年に引き続き、レース会場のイベント広場での「赤十字広報ブース」の出展と、「チャリティーオー
クション」を企画して頂きました。
このチャリティーオークションは、レースで活躍する選
手のサイン入りグッズ等を販売し、その売上金を熊本地震
で被災された方々への義援金として寄付するというもの。
実はオートポリスも熊本地震で被災しており、レースが
できるようになったのは、つい昨年のことです。
こうした背景もあり、当日は悪天候にもかかわらず多く
のファンが集まり、次から次へとグッズを競り落としてい
きました。売上金は、２日間で約15万円に上りました。
お預かりした寄付金は、私たちが責任を持って、被災さ
れた方々へお届けいたします。

高額寄付者(社)のご紹介

（平成31年2月〜令和元年7月末）

日赤大分県支部に多額の事業資金をお寄せいただいた方を掲載しております。
（敬称略・順不同）
ご協力、
誠にありがとうございました。
▶大分市

岡田 薫

工藤 英美

佐藤 滋

渕野 和子

三浦 マサコ

平原 健史

長谷尾 雅通

㈱大分銀行

（医）秀明会 だいかく病院

㈱メンテナンス
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▶竹田市

後藤 惠美子

▶豊後大野市

赤嶺 洋子

渡海 公行

▶由布市

阿部 暁成

▶福岡市

九州地区遊技業組合連合会

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
数字で
みる

平成30年度日赤大分県支部での
赤十字事業報告

職員対象
災害訓練研修

青少年赤十字
加盟校
（園）

赤十字
ボランティア

防災ボランティア
セミナー

20回 200名

ふれあい講座

※ 市町村への赤十字出前講座

1回 25名

19回 1,621名

4市1村 263名

日赤大分県支部で
は、毎 年18市 町 村 を
対象に災害用資機材を
贈呈しています。
今回は大分市・佐伯
市・宇佐市・豊後大野
市・国東市に以下の資
機材を贈呈しました。
当支部 長谷尾雅通
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ください」と述べ、
５市を代表して大分市の朝来野浩福祉保健部次長より「災
害時や平時でも有効に活用したい」と謝辞をいただきま
した。地域での資機材の活用に期待しています。
◆ 贈呈一覧
贈呈資機材

大

分

市

災害用移動炊飯器（炊き出し器）１台

佐

伯

市

災害救援物資用テント

宇

佐

市

災害用移動炊飯器（炊き出し器）１台

豊後大野市

災害用移動炊飯器（炊き出し器）１台

国

災害用移動炊飯器（炊き出し器）１台

市

③ c側をさらに２分の１折り、a側
も同様に折る。
④ aとcを重ね、８分の１にする。

〈袋を作る〉
⑤ AとCを一回結ぶ。
⑥ ひもの中心を結び目の上に
置 き、AとCを 本 結 び（真
結び）する。

⑦ ひ も のbと 袋 のBを 本 結
び（真結び）し、dと袋
のDも本結び（真結び）
にする。

※ 託児付幼児安全法講習会

332回 11,406名 2回 親子18組

５市へ救護資機材を贈呈しました

東

２枚の風呂敷を使って
〈ひもを作る〉
① cを中央に２分の１
に折る。
② aも同様に折る。

子ども
すくすく講座

各種
講習会

地域における防災セミナーや、企業での救急法講習会
など、様々なニーズにお応えしながらセミナーや講習会を
開催しています。今年度も皆様の参加をお待ちしています。

市町村

〜風呂敷を使った
リュックサック〜

28校（園）

217校（園）

41団 5,249名

防災
セミナー

青少年赤十字
「総合的な学習の
時間サポート」プログラム

知って
得！

１張

し っ か り 荷 物 を 入 れ る の な ら 木 綿 の90㎝
幅、おしゃれっぽくするなら、レーヨンち
りめんの68㎝幅の風呂敷を使用します。
資料提供：ふろしき研究会
http://homepage2.nifty.com/furoshiki̲sg/

令和元年全国赤十字大会に
参会しました
５月22日、東京都明治神宮会館で開催された「令和元
年全国赤十字大会」へ、大分県から16名が参会しました。
この大会では、日本赤十字社に対し特に功労のあった
方々が、名誉総裁である皇后陛下より表彰を受けます。
今年の大会では、皇后陛下が代わられて初めての大会
であり、また、新皇后である雅子様にとって初の単独ご
公務であったことなどから、注目を集めました。
また今年は、「国際赤十字・赤新月社連盟」の創設100
周年の年でもあることから、式典後には、赤十字発祥の
国であるスイスの民族楽器によるコンサートが催されま
した。演奏の最後には、スイスの駐日大使ジャン＝フラ
ンソワ・パロ氏も駆けつけ、盛況裏に幕を閉じました。

平成30年度事業報告及び決算報告が承認されました。
6月18日、令和元年度第１回日本赤十字社大分県支部評議員会が、二日市副支部
長と評議員出席のもと、大分市のトキハ会館で開催されました。
大分県の赤十字施設（支部、赤十字病院、血液センター）の平成30年度事業報告
及び収支決算報告について、承認されました。

日本赤十字社大分県支部一般会計決算
雑収入

896万円
5万円

前年度繰越金

資産収入

3,356万円

繰入金収入

収入の部

1,210万円

2億4,479万円

災害義援金預り金収入

11万円

一般社資収入

1億8,911万円

補助金及び交付金収入

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、令和元年11月15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、
「赤十字オリジナルぬいぐる
み」をプレゼントします。
皆様のご意見をお待ちして
います。

90万円

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

被災者支援・防災セミナーなどの開催

資産取得及び資産管理費

237万円

2,364万円

災害義援金
（県義援金配分委員会へ送金）

本社への送金

2,749万円

総務管理費

3,231万円
積立金支出

703万円

支出の部

2億1,924万円

4,833万円

国際活動費

8万円

指定事業地方振興費

108万円

基盤整備交付金・補助金支出

134万円

1,592万円

郵送

救急法などの講習普及・
青少年赤十字活動

3,537万円

赤十字大会や広報活動

● 回答先 ●

18市町村での赤十字活動を行うための交付金

2,428万円

〒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」43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。

大分県赤十字血液センターより
輸血を受けた患者さんからの感謝の声をお届けします。

あなたの献血で救われるいのちがあり
ます。
血液センターは、皆さまからの献血を
心よりお待ちしております。
献血がしたい、献血について詳しく知
りたい、という方は下部記載の大分県赤
十字血液センターまたは献血ルームまで
お気軽にお問い合わせください。

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

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

「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。

検索

http://www.oita.jrc.or.jp/

大分赤十字病院

〒870-0033 大分市千代町3丁目2−37
TEL（097）532−6181・FAX（097）533−1207
http://www.oitasekijyuji.jp/

大分県赤十字血液センター

〒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

献血ルーム「わったん」

〒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
0120−489−150
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