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令和 3 年度大阪府青少年赤十字活動計画について 

 

１．100周年事業 

  青少年赤十字 100周年事業実行委員会を設置して、2022（令和４）年度の周年事業にむけて

ビジョンや骨子などを策定する。 

２．理解者・協力者の増強 

（１）協議会長・加盟校長の理解促進 

○第４（近畿）ブロック合同青少年赤十字指導者協議会 

   （議題がある場合のみ開催） 

   対象：大阪府青少年赤十字指導者協議会長（又は副会長） 

  ○青少年赤十字全国指導者協議会総会・研修会 

   日程：6月 29日(火) 

   場所：WEB 

   対象：大阪府青少年赤十字指導者協議会長（又は副会長） 

   内容：全国で実施する活動に関する協議、各都道府県の活動情報交換 

  ○大阪府青少年赤十字指導者コンベンション 

   日程：令和 4年 1月 29日（土）あるいは 2月 6日（日） 

   場所：大阪赤十字会館 

   対象：大阪府青少年赤十字指導者協議会委員、各加盟校長・教諭など 

   内容：表彰式典、活動紹介など 

（２）教育委員会・私学の理解促進 

  ○全国青少年赤十字研究会 

日程：令和 3年 9月 30日(木) 

場所：日本赤十字社本社（東京都港区） 

対象：大阪府青少年赤十字指導者協議会委員（大阪府教育庁指導主事） 1人 

      指定都市（大阪市・堺市）教育委員会事務局指導主事 各 1人 

   内容：青少年赤十字に関する基礎的な学習、活動事例紹介 

（３）広報活動の推進 

 〇大阪府青少年赤十字活動報告書の制作・配付／配信 

〇青少年赤十字機関紙、青少年赤十字指導情報の提供 

３．指導者の養成・育成 

（１）指導者の養成 

  ○青少年赤十字リーダーシップ・トレーニング・センター指導者養成講習会 

   日程：6月 5日（土） 

   場所：WEB 

   対象：大阪府青少年赤十字指導者養成講習会修了者 1人 

   内容：トレーニング・センターの基本的なプログラムや運営に関する学習 
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（２）指導者の研修 

  ○第４（近畿）ブロック青少年赤十字指導者研修会 

日程：6月 26日（土） 

場所：奈良県 

対象：大阪府からは青少年赤十字指導者 2人 他府県から 10人程度 

   内容：赤十字、青少年赤十字やトレセン運営に関する学習 

  ○市町村青少年赤十字指導者研修会 

日程：年間を通じて調整 

場所：青少年赤十字加盟校 

対象：大阪府青少年赤十字指導者 毎回数名 

   内容：青少年赤十字（国際理解・平和学習、防災教育等）に関する学習 

４．メンバーの活動推進 

（１）リーダーシップの養成 

 〇大阪府青少年赤十字メンバー・リーダーシップ総合型トレーニング・センター 

形態を変えて実施できるよう検討中 

  ○大阪府青少年赤十字高校生リーダーシップ・スタディー・センター 

日程：令和 4年 3月 20日（日）～22日（火）2泊 3日 

場所：大阪府立少年自然の家（貝塚市） 

対象：府内高等学校の生徒（未加盟校含む） 

   内容：国際理解・親善、リーダーシップやボランタリーサービスなどに関する宿泊体験学習 

○青少年赤十字リーダーシップ・スタディー・センター 

日程：令和 4年 3月 22日(火)～26日(土) 4泊 5日 

場所：東照館（山梨県南都留郡山中湖村） 

対象：大阪府青少年赤十字加盟高等学校の生徒 2人  

 内容：リーダーシップやボランタリーサービスなどに関する宿泊体験学習 

（２）学校行事、授業、部活動等での実践 

○青少年赤十字健康安全プログラム  ※出前講座 

   内容：一次救命処置（心肺蘇生）、着衣泳、献血セミナー  

○青少年赤十字防災教育プログラム  ※出前講座、教材の貸出 

   内容：災害時の備え、身近なものを使った応急手当、炊き出し  

  ○青少年赤十字国際理解・平和学習プログラム  ※出前講座 

   内容：国際理解学習、平和学習、国際人道法学習  

  ○青少年赤十字福祉体験学習プログラム  ※資材貸出 

   内容：車椅子、アイマスク、高齢者疑似体験セット  

○その他出前講座（１）キャリア教育（２）SDGｓ（３）コロナウイルス 3つの顔を知ろう！ 

○愛のひとにぎり心もち運動（青少年赤十字歳末募金活動） 

期間：11月中旬～12月中旬（予定） 

   内容：（１）赤十字活動資金 および（２）地元福祉施設への寄贈 に関する募金活動 
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５．令和 3年度大阪府青少年赤十字活動予定表 

 

予定日 校

種 
活動・行事名 会 場 対 象 

令和 2 年度

実施状況 月 日 

5  全 大阪府青少年赤十字指導者協議会（第 1 回） 書面開催 協議会委員 文書審議 

5  全 大阪府青少年赤十字指導者協議会研修会 中止 協議会長 中止 

  全 大阪府青少年赤十字活動推進専門委員会（第 1 回） 調整 専門委員 中止 

6 5 全 
青少年赤十字リーダーシップ・トレーニング・

センター指導者養成講習会 
WEB 指導者 計画なし 

6 6 高 大阪府高等学校青少年赤十字指導者協議会（第 1 回） WEB 指導者 中止 

6 6 高 
大阪府高等学校青少年赤十字メンバー連絡協議

会（第 1 回） 
WEB 高校生 

6/21 オン

ライン開催 

6 9 小 泉南市・指導者研修会 新家小学校 指導者 中止 

6 26 全 第 4 ブロック指導者研修会（1 日） 奈良県 指導者 中止 

6 29  青少年赤十字指導者協議会総会・研修会（1 日） WEB 
府協議会長ま

たは副会長 

9/11 オン

ライン開催 

7  小 岸和田市・指導者研修 岸和田市内 指導者 中止 

8 4 小 泉南ブロック・指導者講習会 泉の森ホール 指導者 中止 

8  高 献血サマースクール 血液センター 高校生 中止 

8  中 和泉市・中学生メンバー・トレーニング・センター 和泉市内 中学生 中止 

9 上旬 小 泉南ブロック・仲よし交歓会  小学生 中止 

9  高 高校メンバー連絡協議会 日赤府支部 高校生 
9/6 オンラ

イン開催 

9  小 岸和田市・ブロック別リーダー交流会（10 校） 岸和田市内 小学生 中止 

9 30  指導主事対象青少年赤十字研究会（1 日） 
日赤本社

（東京都） 

教育委員会

指導主事 

1/8 オン

ライン開催 

11 25  大阪府赤十字大会 大阪市内  中止 

11   泉北ブロック・指導者養成講習会 和泉市内 指導者 中止 

2 5 小 堺市・青少年赤十字のつどい サンスクエア堺 小学生 中止 

1～2  全 
青少年赤十字指導者協議会（第 2 回） 

青少年赤十字指導者コンベンション 
日赤府支部 

協議会委員 

指導者 

文書審議 

中止 

2  高 高校メンバー連絡協議会 日赤府支部 高校生 中止 

2 19 全 青少年赤十字活動推進専門委員会（第 2 回） 日赤府支部 指導者 中止 

2 19 高 高等学校青少年赤十字指導者協議会（第 2 回） 日赤府支部 指導者 中止 
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2   泉南ブロック・指導者講習会、役員専門委員研修会  指導者 中止 

3 20-22 高 
高校生リーダーシップ・スタディー・センター

（2 泊 3 日） 

府立少年

自然の家 
高校生 中止 

3 
22-

26 
高 青少年赤十字スタディー・センター（4 泊 5 日） 

山中湖村  

東照館 

高校生 

（2 人） 

3/20 オン

ライン開催 

 

【コロナ禍における青少年赤十字活動について】 

青少年赤十字関連の会議・行事等の開催（実施）案内の発出時点において、「緊急事態宣言の発令ま

たは大阪府新型コロナ警戒信号の赤色が点灯された場合、オンライン開催または文書審議等により実

施する。オンライン開催または文書審議等により実施できない場合は、延期または中止とする。」の考

えのもと、令和 3年度大阪府青少年赤十字活動計画（案）を策定しています。 

日赤京阪神支部合同青少年赤十字国際交流（マレーシア派遣）は、マレーシア全土に国家非常事態

宣言が発令されていることなどに伴い、実施を令和 4年 8月に再延期します。 

なお、看護奉仕団員の派遣についても見合わせています。 

 

【通年の取り組み】 

＊出前講座（健康安全・国際理解・平和・防災・福祉・「コロナウイルスの 3つの顔を知ろう！」ほか） 

＊加盟促進活動 

＊教育委員会、校長会、教頭会、教科別など各種教員対象の集会・研修会への出席 

＊大阪府教育庁、各地域の青少年赤十字指導者協議会長、教育委員会への訪問、情報交換 

 

【令和 3年度・計画のない行事、活動】 

＊本社・国際交流（受入れ）：隔年開催のため（例年 10月・令和 2年度は中止） 

＊本社・国際交流集会：隔年開催のため（例年 11月・令和 2年度は 11/15にオンライン開催） 

＊青少年赤十字指導者中央講習会：オリンピック開催のため（令和 2年度も計画なし） 

＊泉北ブロック・リーダーシップ・トレーニング・センター、泉北ブロック青少年赤十字のつどい 

 

【廃 止】 

＊大阪府青少年赤十字指導者研修会：地域主催の指導者研修会の機会を増やし、これに充てる 

＊大阪府青少年赤十字国内交流事 


