
青少年赤十字加盟校（園）のみなさまへ
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〇スローガン 『未来のあなたへ、やさしさを。』

〇切り口 （コンセプト）

〇青少年赤十字は2022年に100周年を迎えました！

1922年（大正11年）5月5日、守山小学校（滋賀県）で日本最初の少年赤十字が誕生。

1923年（大正12年）２月11日、東京都内で第１号となる「牛込余丁町小学校」「麻布小学校」
に少年赤十字団が発足。
※ 牛込余丁町小学校は、統廃合により名称変更
※ 港区立麻布小学校は現在も加盟校

2022年（令和４年）５月５日 滋賀県で発祥して、１００周年

2023年（令和５年）２月11日 東京都で、100周年

そこで東京都支部としては、2022年５月～2023年２月を100周年アニバーサリー期間とし
て、「普段あまり青少年赤十字の活動ができていないな・・」という学校や、「100周年をきっか
けにいつもの活動に何かプラスしたい・・！」という学校へ向け、100周年期間限定のメニュー
をご準備しました♪この機会に是非、一緒に取り組んでみませんか？

青少年赤十字創100周年ロゴ
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学校(園)内で行っている青少年活動、教えてください！ ｐ２



＊学校(園)内で行っている青少年活動、教えてください！＊

学校（園）内で行っている活動について、普段から実施しているものや
コロナ禍をきっかけに取り組んでいること、100周年をきっかけに始めたことなど、
何でも構いません。みなさんの素敵な活動を是非、東京都支部へご紹介ください♪

送付方法

① 学校で実施した青少年赤十字活動としての取り組みについて写真を添付の上、
活動紹介やメッセージをお書きください。（以下様式参考）

② 東京都支部青少年・ボランティア課あて（seishonen@tokyo.jrc.or.jp）
ご提出ください♪

送付いただいた学校（園）あてには先着５０校！
100周年記念限定バッジ、シールをプレゼント☆

③ 当支部SNSや「オンラインミーティングTOKYO」(p９参照)、「活動事例集」に
掲載させていただき、加盟校(園)あてご紹介させていただきます！
※その他赤十字の広報用に使用させていただく場合がございます。

活動名 「みんなでゴミ拾い！」

実施日 令和 年 月 日（ ）

実施場所

参加人数 人

活動写真

内容・コメント

加盟校（園）名 ○○○○学校（園）

▽参考：青少年赤十字活動紹介

様式をご参考に、提出
方法(wordやメール本
文に入力等)は自由です。

様式(wordデータ)を
ご希望の方は青少年・
ボランティア課までお問
い合わせください。
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アフリカの子どもたちと交流しよう！
① ルワンダ子ども支援募金

Rwanda Red Cross©

＊概要
青少年赤十字 メンバーが『国際理解・親善』を目的に取り組める活動として、「青少年赤十字100 
周年記念ルワンダ子ども支援募金」を受け付けます。
ただ募金を集めて送るだけではなく、同じ世界に生きる子どもたちについて理解し、実際に交流す
る中で、メンバーが主体となって活動できるよう、様々な企画をご準備しています。

ルワンダについてともに学び、ルワンダで暮らす同世代の「子どもたち」のために、『いま、私たちに
できること』に共に取り組んでみませんか？

＊募金受付期間
2022年4月１日～2023年1月３１日
※送金方法の詳細については裏面ｐ４をご確認ください。

ルワンダの子どもたちの
置かれている現状に

『気づき』

自分たちには
何ができるか

『考え』

具体的に

『実行する』

提供可能な《資材》
・ポスター、リーフレット
→昨年12月送付済みのものです。
本年8,9月頃に幼稚園・小学校向けの資料も作成予定。

・赤十字募金箱
※詳細はデザイン募金箱チラシ、資材申込用紙を
ご覧ください。

提供可能な《メニュー》
・講師派遣、交流プログラム
・ルワンダからのメッセージムービー
・ルワンダ現地の動画や写真など・・！

『気づき・考え・実行する』
みなさんのプロセスを
大切にしています！
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東京都支部への送金方法について

※ゆうちょ銀行における硬貨取扱料金等の取扱いについて

ゆうちょ銀行においては、令和４年１月１７日から振込サービスの料金加算及び硬貨取扱料金（硬貨51枚以上
の場合）を導入することとしていますが、日本赤十字社東京都支部の口座（00160-4-132621）については、下記
のとおり郵便局の窓口で日本赤十字社に対する寄付であることをお申し出いただければ、手数料が免除されますので、
１円玉募金及び令和４年度に実施する青少年赤十字100周年記念ルワンダ子ども支援募金の寄付金をお振込
みいただく際は、郵便局の窓口でその旨をお申し出いただきますようお願いします。

サービス種別
日本赤十字社東京都支部の
口座（00160-4-132621）

その他
の口座

振込サービスを現金で利用する場合
の料金加算（窓口・ATMともに）

免除
窓口で日本赤十字社に
対する寄付であること
を申し出た場合に限る。

規程どおり
（※１）

硬貨取扱料金（５１枚以上の場合）
（窓口のみ）

免除
窓口で日本赤十字社に
対する寄付であること
を申し出た場合に限る

規程どおり
（※２）

※１ 従来の振込料金に110円が加算される。
※２ 硬貨51枚以上の場合に料金が発生する。

郵便局に備え付けの用紙(文書扱い用)で、以下の口座にお払込みください。

郵便振替口座 口座番号：00160－4－132621
口座名義：日本赤十字社東京都支部

※ 通信欄に必ず『ルワンダ子ども支援募金』
とご記入ください。

「免」とご記入下さい
手数料が免除になります

『ルワンダ子ども支援募金』とご記入ください

00160－4－132621
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デザイン募金箱をつくって

ルワンダへ写真を送ろうプロジェクト

～青少年赤十字100周年記念ルワンダ子ども支援募金～

＊プロジェクトについて

『青少年赤十字100周年記念ルワンダ子ども支援募金』

で集まったご寄付を現地に届ける際、寄付金だけではな

く、皆さんの「想い」も、ともに現地へ届けたい！

そんな願いから、今回募金にご協力いただける皆さんの

写真を募集します！

＊参加方法

① 募金箱に、文字やイラストなど手書きでデザインします。

募金箱は東京都支部から提供可能ですが、それ以外のものを使用してもOKです。

※デザインする際の注意事項は裏面を参照すること。

② 皆さんが募金箱にデザインしている様子や募金活動中の様子を写真に撮り、担当

の先生より写真データを東京都支部（seishonen@tokyo.jrc.or.jp）までお送り

ください。

☆写真はSNSやホームページ等、赤十字の広報用として使用させていただく場合が

ございます。

☆提出期間 ： 随時受付中です！

③ いただいた写真は、皆さんからのご寄付とともに現地ルワンダにお届けします♪
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皆さんからの素敵な写真をお待ちしています♪

～募金箱をデザインする際の注意事項～

ルワンダ赤十字社のスタッフは、日本の子どもたちが

街頭で募金活動をしている写真を初めて見た時、言葉

を失いました。自分たちのところにやってくる活動資

金が、子どもたちの手で集められている、ということ

に感動と感謝と驚きで何も言えなくなったようです。

子ども達が一人一人では小さな力でも、それを集めて

大きな力にしているということ。そして、現地メン

バーに資金がどこからくるのか分かってもらい、大事

に使ってもらうため、日本の皆さんの写真を共有した

いなと思っています！

赤十字マークの周囲に十分な余白
を確保してください。
※今回の赤十字募金箱の場合、空白の
目安は周囲2cm程度です。

左図のようなデザインは禁止です。
・保護域に他の文字や記号、色をつける
・保護域より狭い範囲を白地にする

完成デザインサンプル
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青少年赤十字 100周年記念ルワンダ子ども支援募金 

*＊ 資材申し込み用紙 ＊* 

→FAX送信先 ： 03-5273-6749  

日本赤十字社東京都支部 青少年・ボランティア課 

以下ご記入のうえ、FAXにてお申込みください。 
 

◆ 学校名   （                      ） 

◆ ご担当者様氏名   （                ） 

◆ 連絡先 ※電話番号もしくはメールアドレス 

  （                              ） 

◆ お申込み資材 ☑ 

  □ ポスター 

     （       ） 枚 ※各校５枚上限 

  □ リーフレット 

     （       ） 枚 ※各校５０枚上限 

  □ 募金箱 

     （       ） 個 ※各校２０個上限 

 

◆ お届け希望日（あれば記入） 

              月      日 

 
幅 14cm×奥行 10cm×高さ24cm 

７



ハートラちゃんといっしょに学ぼう！
② 赤十字と青少年赤十字
アニメーション動画・DVD

この動画を活用してくださる幼稚園・保育園、
小学校へハートラちゃんが遊びに行くよ！

※新型コロナウイルス感染状況、またご希望校(園)の数により
ご依頼に添えない場合もございます。

詳しくは東京都支部までご相談ください。

＊概要

100周年を記念し、各園・校内でより手
軽に、『日頃から赤十字・青少年赤十字に
親しみをもってもらう』、『理解を深めて
もらう』ことを目的にハートラちゃんのア
ニメーション動画を作成しました。

ぜひ、青少年赤十字登録式※をはじめと
したさまざまな機会でご活用ください！

幼稚園・保育園・小学校には５月頃に
DVDが届きます！

動画は東京都支部ホームページに
アップロードしますのでご自由にお使い
ください♪

※「青少年赤十字登録式」とは？

青少年赤十字メンバーとしての意識を高め、実践目標（健康・安全、奉仕、国際理解・親善）や
態度目標（気づき、考え、実行する）を知る機会として、各加盟園・校にて開催されています。

その他にも、例えばこうやって活用してみよう！
１ 年度初めに、 「新入生を迎える会」や５月８日の世界赤十字デーに合わせて
２ 学期初めの始業式や、朝礼・集会で
３ 募金活動の前後に、赤十字の学習として
４ 「１円玉募金贈呈式」の中で
５ 保護者会やお迎えの時間に、保護者と一緒に
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～未来のあなたへ、やさしさを～

③ オンラインミーティングTOKYO

＊日時：2022年12月17日（土）
＊対象：中学生・高校生
＊形式：オンライン（Zoom）
＊申し込み方法：９月頃お知らせ予定

メンバー連絡協議会※の100周年記念拡大版！
他校のメンバーと交流しながら、一緒に青少年赤十字100周年をお祝いしよ
う！青少年赤十字100年のあゆみについて、学校内で取り組んでいる青少年赤
十字の紹介動画の上映、ルワンダ子ども支援募金（ｐ３）の途中経過やルワンダ現
地からのメッセージなどなど盛りだくさんでお届けする予定です♪

R４年度のメンバー連絡協議会役員【高校生対象】が中心となって企画を進めて
いきます。４月より、役員を募集しますので、興味のあるメンバーは立候補お待ち
しています！

活動紹介動画エントリー募集！
２０２２年、青少年赤十字100周年をきっかけに

学校内で取り組んでいる活動を紹介してみませんか？

送付方法

① 学校で実施した青少年赤十字活動としての取り組みを２分程度の動画に
まとめてください

② 東京都支部青少年・ボランティア課あて（seishonen@tokyo.jrc.or.jp）
ご提出ください♪

☆応募校あてには先着５０校！100周年記念限定バッジをプレゼント☆

③ 2022年12月17日（土）オンラインミーティングTOKYOの活動事例紹介
のコーナーで上映させていただきます！
※その他赤十字の広報用に活用させていただく場合がございます。

※メンバー連絡協議会とは？
青少年赤十字加盟中学校・高校のメンバー（生徒）が、様々な体験を通して、他校のメンバーと交流しなが

ら、青少年赤十字の実践目標である「健康・安全」「奉仕」「国際理解・親善」に関する学びを深めることを目
的として、東京都支部にて年６回程度開催しています。協議会の企画・運営は、高校生の役員が行います。
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