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埼玉県支部

もしものための準備、
できていますか？

［特集］もしもに備えるために

命と健康を守る
災害が起きると
誰かが助けてくれると
思っていませんか？

小学校での防災教育の様子

日本赤十字社
公式マスコットキャラクター

［特集］もしもに備えるために

今回は、災害に備えて
日頃から日赤が
取り組んでいる
活動をご紹介します！

災害が起きると

誰かが助けてくれると
思っていませんか？

大規模な災害後は、行政や日本赤十字社の救護班などの
助けが届かない可能性があり、自分のいのちを自分で守る「自助」と
地域で助け合う「共助」が大切です。

家族と連絡が
とれないよ〜
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アンリー
デュナンくん

道がふさがって
救護活動が
遅れてしまう！

お腹が
すいた …

どうやって
避難したら
いいの？
平成30年9月 北海道胆振東部地震

こんな場合に備え、日赤では
右のような取り組みをしています。

もしもの備え ❶

青少年向け防災教育
学校等に職員を派遣し防災出前授業を行っています。青少年赤十
字防災教育プログラム「まもるいのち ひろめるぼうさい」や幼
稚園（保育所）向け教材「ぼうさいまちがいさがし きけんはっ

けん」を使い、子ども達に正しい知識と、自ら考え、判断し、自
分の身を守る行動が取れることや、いのちの大切さについて伝え
ています。また指導者等を対象にしたHUG（避難所体験ゲーム）
等の研修会も実施しています。
自然災害に向き合ってきた
日赤と現場の教員が提案
する「授 業ですぐ使える
防災教材」をこの一冊に
まとめたよ！
教材は小学1-3年生用／小学4-6
年生用／中学・高校生用の3種類

もしもの備え ❷

防災セミナー

［特集］もしもに

備えるを多くの

日本赤十字社の救護
届かない可能性があり、自分の
地域で助け合う「共

地域にある赤十字奉仕団等を対象に赤十字防災セミナーを行っ
ています。セミナーの内容は、防災や減災の考え方、地震・
風水害がもたらす様々な被害から、平時の備えの重要性を理
解する講義『災害への備え』
。被災した人々の視点で書き留め
られた読み物から、災害を追体験し、被災状況をイメージする
グループワーク『災害エスノグラフィー』
。地域の防災マップの
作成を通じ、防災上の資源や危険性を把握し、個人や地域の
防災意識を高める『災害図上訓練（DIG）
』です。奉仕団員
のみなさんは、防災意識を高め、災害発生時の応急対応がで
きるよう、楽しみながら学んでいます。
大きな地図を使って災害時の地域の危険をチェック！

赤十字奉仕団は、炊き出し訓練や高
齢者福祉活動、赤十字のPR活動等、
幅広く活躍してるんだ。災害対応力を
高めるために、この赤十字防災セミナ
ーを積極的に受講してもらってるよ。

これらの赤十字活動は皆さまのご支援によって支えられています。皆さまのあたたかいご支援をよろし
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もしもの備え ❸

救急法などの講習普及
突然おこる事故や災害に備え、その時あなたのそばに
いる人に手を差し伸べるための知識と技術を伝え、命
を助けられる人を一人でも増やすことを目指しています。

講習会に参加しませんか？
各種講習会を開催してるよ。詳し
くはホームページをチェックして
ね！みんなの参加を待ってるよ！
救急法

に備えるために

の方へ届けたい

幼児安全法

護班などの助けが
のいのちを自分で守る「自助」と
共助」が大切です。

水上安全法

もしもの備え ❹

救援物資の備蓄
災害発生直後に避難所へ救援物資が届けられるよう、日ごろ
から毛布や日用品セット、安眠セットなどを備蓄しています。

皆さまからいただいた活動資金
で、もしもの備えを行っている
よ。災害時にすぐに使用できる
ように準備は欠かせないね！

しくお願いいたします。

日赤

寄付

安眠セット

毛布

災害救護用保管庫

緊急セット

検索

https://donate.jrc.or.jp/lp/
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NEWS
令和元年度

第１回評議員会

平成３０年度決算が承認

令和元年６月１４日に「令和元年度第１回評議員会」を日本
赤十字社埼玉県支部にて開催しました。会議では、平成３０年
度における県内各施設の事業報告や決算が審議され、原案ど
おり承認されました。
改めて県民の皆さまからの日ごろのご支援、ご協力に感謝
いたしますとともに、引き続き私たちの活動をご支援ください
ますようお願いいたします。
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支出合計額
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７６０，
２８７千円
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4
5

7
6

1 災害救護活動のため

163,740 千円

2 国際救援活動のため

15,711 千円

3 救急法・幼児安全法等講習普及のため

42,289 千円

4 青少年赤十字活動のため

37,177 千円
26,296 千円

5 赤十字ボランティア活動のため

166,165 千円

6 救急医療活動や看護師養成のため
7 献血思想の普及や地域社会福祉活動推進のため

42,731 千円

8 各市町村での赤十字活動のため

59,181 千円

9 赤十字会員の加入促進や広報活動のため

79,120 千円
127,877 千円

10 業務運営管理等のため

７６０，
２８７千円

支出合計額

※千円未満切り捨て

令和最初の全国赤十字大会を開催
〜新名誉総裁とともに〜
５月２２日、明治神宮会館において、令和元年全国赤十字
大会が開催されました。

社長交代に関するお知らせ
新社長の誕生！
！
第94回代議員会において、近衞忠煇（このえ・ただてる）
社長が退任し、後任として大塚義治（おおつか・よしはる）

平成の30年間、名誉総裁を務められた上皇后陛下から引

副社長が新たに７月１日付けで社長に、また副社長に富田博

き継がれ、5月1日付で新名誉総裁となられた皇后陛下と共

樹（とみた・ひろき）前 医療事業推進本部長が就任するこ

に、名誉副総裁である秋篠宮皇嗣妃殿下、常陸宮妃殿下、

とになりましたのでお知らせいたします。

寛仁親王妃信子殿下、高円宮妃殿下がご臨席。埼玉県から

新体制においては、激甚化する自然災害をはじめとした

は会員やボランティアの代表４５名が出席する中、第２ブロッ

様々な人道問題に取り組み、変化する社会情勢に対し的確

ク有功章受章者代表の髙田啓一様が皇后陛下より直接、有

な支援を実現してまいります。

功章を授与されました。

なお、近衞社長は７月１日付けで名誉社長に就任し、今後
も新社長をサポートしてまいります。

新名誉総裁から直接表彰を受ける髙田様
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新社長

大塚義治

親子ふれあい
病院体験

赤十字フェス2019 in 浦和
令和元年１１月３日(日) 10時 〜15時

会場 日本赤十字社埼玉県支部
(さいたま市浦和区岸町3丁目17番地1号)
入場無料
内容 防災・減災に関するコーナーを多数ご用意
救護テント・車両の展示
なりきり救護員・ナース体験。写真撮影大歓迎！
炊き出し試食体験
ＡＥＤを使った講習・けがの手当てを体験

浦和区民まつりと
同日開催！

日時

日時

令和元年10月19日(土)
10時〜14時

会場

深谷赤十字病院
(埼玉県深谷市上柴町西5-8-1)

内容 医師(医療)体験

看護体験

災害救護学習
対象

小学4 〜 6年生の児童と
その保護者30組

申込先着順

参加費無料
申し込み

スタンプラリー 素敵な景品をGETしてね！
主催 日本赤十字社埼玉県支部

深谷赤十字病院のHP(www.fukaya.jrc.or.jp)
で申込方法確認の上、9月9日から受け付けます。
問い合わせ先 深谷赤十字病院
ハートラちゃんも
くるよ！

企画広報課

048-571-1511(代)

屋外ヘリポートや
手術室も見れるよ！

昨年度の赤十字フェスの様子

ミカド電子株式会社より提供

女性の力でも窓ガラスの破砕やシートベルトのカットができる
車に備えておきたい、命を助ける携帯緊急脱出用ツールレスキューミーを

プレゼント！

クイズに正解した方の中から抽選で10 名様にプレゼントします。

約1
8g！

クイズ：〇に入る言葉はなんでしょう。

自分のいのちを自分で守る〇〇と地域で助け合う〇〇が大切です。

❶ 氏名

❷ 郵便番号

❸住所

❹ 年齢

応募締切り：2019 年 10 月末日

❺ 性別

❻メールアドレス

❼ 本紙入手場所

❽ 本紙の感想

❾クイズの答え

メール： info@saitama.jrc.or.jp ＦＡＸ：048-834-1520

はがき：〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町 3-17-1 日本赤十字社埼玉県支部 日赤さいたま担当 あて
● 当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。
● いただいた個人情報はプレゼントの発送および当支部からの連絡のみに使用します。
●お寄せいただいたご意見、ご感想は個人が特定できないよう配慮したうえで、当支部の広報活動に活用させていただく場合があります。

日赤さいたまは日本赤十字社埼玉県支部が発行する広報紙です。
この広報紙は2,000円以上のご寄付をいただいている方へお送りしているほか、市区町村の窓口、赤十字施設、支部ホームページなどで閲覧することができます。
直接発送された方の中で、今後の送付を希望されない方は、大変お手数ですが下記の連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします。

埼玉県支部

〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町3-17-1
Tel. 048 - 789 - 7117（代表） Fax. 048 - 834 -1520

saitama.jrc.or.jp
facebook.com/redcrosssaitama
日赤 埼玉県支部

フェイスブック

