
28支部の120奉仕団でマスク作りに取り組み、合計で66,284枚作製しました。

支部名 区分 奉仕団名 作製枚数

恵庭市赤十字奉仕団 682

余市町赤十字奉仕団 870

伊達市赤十字奉仕団 3,500

白糠町赤十字奉仕団 160

札幌市赤十字奉仕団 955

岩見沢市赤十字奉仕団 88

森町赤十字奉仕団 102

清水町赤十字奉仕団 100

津別町赤十字奉仕団 168

初山別赤十字奉仕団 74

当別町赤十字奉仕団 100

利尻町赤十字奉仕団 726

剣淵町赤十字奉仕団 28

小清水町赤十字奉仕団 56

天塩町赤十字奉仕団 50

野辺地町赤十字奉仕団 100

横浜町赤十字奉仕団 130

六ケ所村赤十字奉仕団 6,000

五所川原市赤十字奉仕団五所川原分団 1,700

十和田市赤十字奉仕団元町分区 60

東北町赤十字奉仕団 280

藤崎町赤十字奉仕団 150

つがる市赤十字奉仕団 200

金木町赤十字奉仕団 200

一関市室根赤十字奉仕団 172

一関市一関赤十字奉仕団 120

一関市大東赤十字奉仕団 12

雫石町赤十字奉仕団 700

花巻市花巻地区赤十字奉仕団 125

盛岡市赤十字奉仕団 146

釜石市赤十字奉仕団 605

大槌町赤十字奉仕団 83

矢巾町赤十字奉仕団 116

八幡平市赤十字奉仕団 100

北上市赤十字奉仕団 210
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北海道支部 地域

青森県支部 地域

岩手県支部 地域



秋田県支部 地域 秋田市赤十字奉仕団 70

高畠町赤十字奉仕団 400

米沢市赤十字奉仕団 370

村山市西郷赤十字奉仕団 30

東根市蟹沢赤十字奉仕団 300

鮭川村赤十字奉仕団 110

飯豊町赤十字奉仕団 310

酒田市赤十字奉仕団 375

柳津町赤十字奉仕団 200

須賀川市赤十字奉仕団 830

特殊 日赤福島ボランティア会 450

栃木県支部 地域

市貝町赤十字奉仕団

（町更生保護女性会など他のボランティ

ア団体と共同で作製）

549

地域 渋川市伊香保赤十字奉仕団 200

特殊 群馬県無線赤十字奉仕団 46

ときがわ町赤十字奉仕団 120

狭山市赤十字奉仕団 280

伊奈町赤十字奉仕団 265

深谷市赤十字奉仕団 1,200

毛呂山町赤十字奉仕団 831

ふじみ野市赤十字奉仕団 120

東松山市赤十字奉仕団 100

勝浦市赤十字奉仕団 2,200

君津市赤十字奉仕団 745

九十九里町赤十字奉仕団 200

神崎町赤十字奉仕団 290

木更津市赤十字奉仕団

（清見台分団）
78

木更津市赤十字奉仕団 530

木更津市赤十字奉仕団

（清川分団）
90

武蔵野市赤十字奉仕団

三鷹市赤十字奉仕団

小金井市赤十字奉仕団

武蔵野赤十字病院個人ボランティア

9,380

立川市赤十字奉仕団 741

特殊 東京指圧救護赤十字奉仕団 240

東京都支部
地域

山形県支部 地域

福島県支部
地域

群馬県支部

埼玉県支部 地域

千葉県支部 地域



新潟県支部

地域

・

青奉

新潟市北区赤十字奉仕団豊栄分団

長岡市赤十字奉仕団長岡分団

見附市赤十字奉仕団

新潟県赤十字安全奉仕団見附市分団

新潟市西蒲区赤十字奉仕団巻分団

新潟県立大学青年赤十字奉仕団

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部

青年赤十字奉仕団

長岡赤十字看護専門学校青年赤十字奉仕

団

佐渡看護専門学校青年赤十字奉仕団

200

富山県支部 地域 伏木赤十字奉仕団 25

福井県支部 地域 越前町赤十字奉仕団 450

大垣市赤十字奉仕団 160

東白川村赤十字奉仕団 802

静岡県支部 地域 浜松市三ヶ日赤十字奉仕団 70

大治町赤十字奉仕団 340

あま市赤十字奉仕団 600

青年 青年赤十字奉仕団の有志 500

日赤伊勢市地域奉仕団

（伊勢市女性団体連絡協議会）
100

日赤いなべ市地域奉仕団 100

日赤志摩市（志摩町)地域奉仕団 391

いなべてのひら奉仕団 804

桑名てのひら奉仕団 30

高島市新旭赤十字奉仕団 790

東近江市能登川赤十字奉仕団 200

滋賀県支部所属地域奉仕団 10,000

大阪府支部 特殊 大阪赤十字病院奉仕団裁縫グループ 675

大和郡山市赤十字奉仕団 350

五條市赤十字奉仕団 100

安堵町赤十字奉仕団 600

三宅町赤十字奉仕団 155

田原本町赤十字奉仕団 900

高取町赤十字奉仕団 800

平群町赤十字奉仕団 512

青年 近畿大学農学部赤十字奉仕団 100

有田市赤十字奉仕団 1,226

田辺市田辺赤十字奉仕団 150

滋賀県支部 地域

奈良県支部
地域

岐阜県支部 地域

愛知県支部
地域

三重県支部 地域

地域和歌山県支部



有田川町吉備赤十字奉仕団     525

和歌山市今福赤十字奉仕団 70

和歌山市楠見赤十字奉仕団 465

新宮市新宮赤十字奉仕団

（新宮市婦人団体と共同で作製）
690

太地町赤十字奉仕団 285

広島県支部 地域 尾道市因島やすらぎ赤十字奉仕団 500

山口県支部 地域 宇部市赤十字奉仕団琴芝分団 400

香川県支部 地域 綾川町昭和奉仕団 288

福岡県支部 特殊 福岡赤十字病院奉仕団 500

長﨑県支部 特殊
長崎県看護赤十字奉仕団

長崎県救急法赤十字奉仕団
293

読谷村赤十字奉仕団 120

八重瀬町赤十字奉仕団 160

嘉手納町赤十字奉仕団 200

浦添市赤十字奉仕団 140

沖縄県支部 地域

地域和歌山県支部


