
大分県支部

アンケートに
ご協力をお願いします災害時に役立つ！

Tシャツを使った
頭部応急手当

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

●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」44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。

　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２年２月７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。

令和元年10月６日　みんなの防災＋ソナエ（イオンモール三光）

●赤十字の防災事業について
●大分赤十字病院『健康フェスタ』を開催
●日本赤十字社有功章等伝達式を開催
●九州八県赤十字大会 大分県開催のお知らせ
●各種災害義援金を受付しています
「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‼

Topics

  No.

44
　

大分県支部

〒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

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。

「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。

各種災害義援金受付中
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。 日本赤十字社大分県支部 総務課　TEL 097-534-2236

2019年12月30日（月）まで
2020年 2月28日（金）まで
2020年 2月29日（土）まで

2020年 ３月31日（火）まで

2020年 ６月30日（火）まで

令和元年台風第15号千葉県災害義援金
令和元年８月豪雨災害義援金
令和元年台風15号東京都災害義援金
東日本大震災義援金
平成28年熊本地震災害義援金
平成29年７月５日からの大雨災害義援金
平成30年北海道胆振東部地震災害義援金
令和元年台風第19号災害義援金
平成30年７月豪雨災害義援金

受付期間 義援金（災害）名

※受付期間は変更となる場合があります。

準備する物　傷にあてるガーゼ、長袖Tシャツ
① 傷にガーゼをあて、ガーゼがずれないようTシャツの襟
の部分を頭にかぶせる

② 袖を後頭部の下のほうでクロスする
③ クロスした袖を額のあたりで結ぶ
④ 余った袖や、後頭部に垂れた部分を隙間に入れ込む

①

②

③
④



赤十字と防災

～大分赤十字病院からのお知らせ～

第３回『健康フェスタ』を開催しました

高額寄付者へ
赤十字有功章を伝達

赤十字社は災害発生時の医療救護活動だけではなく防災教育や防
災訓練などを行っています。

防災セミナーやサポートプログラム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　TEL 097-534-2237

災害図上訓練
DIG（ディグ）の様子

特殊な袋ハイゼックスを使って
非常炊き出し体験もできます♪

災害を想定した訓練も
行っています

　10月17日、赤十字社へ多額のご寄付を頂いた
県内の方々に対し、日本赤十字社大分県支部長で
ある広瀬勝貞県知事より、赤十字有功章等が伝達
されました。
　赤十字有功章等は、毎年、九州各県持ち回りで開
催されている「九州八県赤十字大会」にて授与され
ます。今年度も、８月30日に長崎市にて開催する
予定でしたが、令和元年８月豪雨災害の発生により
中止となったため、大分県支部として「令和元年度 
日本赤十字社有功章等伝達式」を開催しました。
　今年度、県内では34の個人・法人が受章され、こ
のうち17の個人・法人が伝達式にご出席されました。 【九州八県赤十字大会での受章（彰）基準】

募集期間：2020年7月31日（金）まで

種　類

銀色有功章

金色有功章

日本赤十字社社長
感謝状

寄付基準額

20万円以上

50万円以上

金色有功章受章後
更に50万円以上

　皆さんがお住まいの街で災害が発生した場
合に予想される被害や、救助活動、避難生活
などの課題を具体的にイメージしながら、命
を守るさまざまな方法を地域に密着した形で
学ぶ講習会です。
　自治会・町内会等地域の団体を対象に行っ
ています。

　青少年赤十字加盟校に対
し、各教科の時間や「総合的
な学習の時間」などで防災教
育を行い、学校教育をサポー
トしています。

　県内各地で実施され
る災害救護訓練や防災
訓練に職員、赤十字救
護ボランティア、奉仕
団などが積極的に参加
しています。

赤十字防災セミナー

防災訓練

サポートプログラム

九州八県赤十字大会が
来年11月に大分県で開催
　令和２年11月に、九州八県赤十字大会が大分
県で開催される予定です。大会では、赤十字社
へ特に功労のあった方々に対し、日本赤十字社
名誉副総裁である宮妃殿下より赤十字有功章が
授与されます。
　大分県支部では、上記大会で有功章等をご受
章いただく個人・法人を募集しています。受章
基準は下の表のとおりです。詳しくは、当支部
へお問い合わせください。

大分県赤十字血液センターより
初めて献血いただいた方からのメッセージをお届けします

　令和元年11月２日（土）に第３回
大分赤十字病院健康フェスタを開催
しました。
オープニングアトラクションでは、
　大分東明高校の吹奏楽部とバトン
トワリング部にそれぞれ演奏、演技
をしていただきました。
　会場は、健康チェックや、お子様
向けの看護師、救護班体験コーナー
など盛況となり、県南落語組合会長
の矢野大和先生の特別講演にも多く
の方にご来場いただきました。

力強いメッセージをありがとうございます。
献血は初めての方も大歓迎です！

このメッセージを見て少しでも興味がわいた方は、
ぜひご協力をお願いします。

献血ルームの場所や献血バスの運行状況は
「献血 大分」で検索

または、大分県赤十字血液センター　TEL 097-547-1151
までご連絡お願いします。
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