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救護活動は、赤十字の最も重要な使命です。

東日本大震災の被災地での活動などもP沓 まえ、災害

救護体制のさらなる整備・充実に努めています。

災害救護に必要な矢□識や技術を身に付けた防災

ボランテイアを養成しています。
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各市町の防災訓練などて災害時のホランティア活動を説明

強風や大雪などの、天候が厳しい環境でも長期間耐えら

れる、フレーム式の大型テントを新しく配備しました。
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航空機て被災地から患者を搬送する広域医療搬送]‖ 練

あらゆる災害を想定し、悪路を走破できるナ匡信

指令車や救援物資を運ぶ トラック、救急車などを

配備しています。
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左からトランク通信指令車 救急車
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日本赤十字社
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配備 した新型テン ト
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災害発生時、ただちに

被災者へ届けます。
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緊急時の手当や、日常生活での事故予防に役立つ知識・

技術の普及に努めています。

人々の健康で安全な生活を守るため、「救急法」、「幼児安

全法」、「健康生活支援講習」など、様々な講習会を県内各地

で開催しています。

皆さまの受講をお待ちしています。詳しくは右面をぬ ください

各種団体、事業所、公民館などへご要望に応じて指導員を

派遣しています。お気軽にご相談ください 1

日本赤十字社では、赤十字の世界的ネットワークを活か

し、被災者への医療や衣食住の支援、被災地の復興支援や

防災を通じた地域の基盤づくりなどに取り組んでいます。

事故によるけが人や急病人を医師などに引き継ぐまでに必要な救

命・応急手当の方法を学ぶ講習です。 方法を学ぶ鼈 習です。
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水上における事故防止のための泳ぎの基本や、救助・応急手当の

一月

．赤十字の事業や活動は、ボランテイアにより支えられて

います。

地域に根付いた活動をする「地域赤十字奉仕団」、特定の

技能を生かした「特殊赤十字奉仕団」などが、赤十字ボラン

ティアとして活躍しています。

小学校、中学校、高等学校など、学校教育の現場で、「健康・

安全」「奉仕」「国際理解・親善」を実践目標として、子どもたち

が自分で「気づき、考え、実行する」力を育んでいます。

県内では、97校、約 1万 5千人の子どもたちが、募金や国

際交流、救急法の修得などの活動を行つています。
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高齢者の介護の方法のほか、高齢期を迎える前からの健康管理ヘ

の備え、地域での高齢者支援を学ぶ鵬習です。

■お問し治わせ お申し込みは 日本赤十字社 石川県支部 8076‐ 239‐3880ま で
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イベン ト会場などでも心肺蘇生やAEDの使い方等を普及

子どもに起こりやすい病気への対応と、事故の予防や応急手当の

方法を学ら携 習です。

●受講条件/汚 15歳 以上の方

5月 80(木 )・ 98(金 )

石,1県 支部

6月 1日 (日 ) ◆

9:00～ 13:00

7月 6日 (日 )

8月 9日 (土 ) 0

10月 4B(■ )

¬月 8日 (■ )   0
12月 7日 (日 ) 小松会場

1月 17日 (■ )   0
石川県支部

2月 10(8)

3月 7日 (■ ) 七尾会場

0の日は、講習受講後、子どもの場合の一次救命処置を字べます。

0受講条件/上記の救急宏(基礎講習)を修7している方

支援員養成講習

7月 19日 (■)20B(B) 金沢赤十字病院

12月 6日 (■) 7日 (B)
石川県支部

2月 140(土)15日 (0)

海外たすけあい街頭募金 (志賀町赤十
(短期講習 )

子どもの救急法

6月 298(日 )

10:00～ 12:0( 石川県支部8月 24日 (0)

11月 9日 (B)

支援員曇成請習

5月 1フ 曰(■)24日 (■ )31曰 (■ 1

10:00～ 15:0(

石川県支部

10月 15日 (水 )220(水 )298(水 ) )沢赤十字病陽

1月 230(金 )24曰 (■)250(0) 石川県支部

被災者を診療する日赤の保健医療チーム (フ ィリピン台風 )

5月 150(木 )16日 (金 )19日 (月 )

20B(火 )228(木 )238(金 )

石川県支部

6月 14日 (土 ) 50(0
ア月12日 (■ ) 30(B
9月 13日 (■ ) 40(日

0月 18B(■ ) 90(8)

2月 13日 (土 ) 40(日 小松会場

2月 7日 (■) 80(日 ) 石川県支部

3月 14日 (■)15日 (8) 七尾会場

(短期講習 )

災書セミナー

4月 200(0)
9:30～12:007月 9曰 (水 ) 石サ1県支部

9月 28日 (日 )

ア月198(土 )200(8)21日 (月祝)

9:00～ 17:00
11月 1日 (■ )2日 (0)3日 (月祝 室内プール

●受講条件/赤十字敦急
'ム

救急員などの資櫓を餃得してから2年以上経過した方(有 効期限メ1年末海の方)

救急法崚銀 )

8月 23日 (■ )

石サ1県支部

11月 29日 (3)

3月  1日 (0)

水上安全法輌暖 ) 1月 150(■ )

フ月 50(■ )

1月 100(土 )

健康生活支援講詈支員員 2月 21日 (■ )

リーダーシツプを身につける宿泊体験



県民の皆様には、日頃から赤十字事業に対し格別のご支援を賜り、心から感謝申し上げます。

日本赤十字社は、国際赤十字の一員として「人道」を基本理念に、海外においては紛争や

自然災害に苦しむ人々の救援を、また、国内においては、災害時の救護をはじめ、講習普及

事業、ボランティアの育成、医療、血液事業など、人々の健康で安全な暮らしを守るため、

幅広い活動を行っています。

これらの赤十字活動を一層推進 していくためには、一人でも多くの方々のご協力が必

要です。

何卒、赤十字の趣旨、活動の目的をご理解いただきまして、温かいお力添えを賜ります  日本赤十宇社石り11県支部長

谷 本 正 憲ようお願い申し上げます。

石川県赤十字血液センターでは、輸血を受けられる患者さんに安全性の高い輸血用血液を

安定的にお届けできるよう努めています。

今春完成した近江町市場向かいの複合商業ビル 「ル・

キューブ金沢」の 3階に移転オープンしました。待合室

を拡充し、キッズルームの設置などにより、快適で落ち着

いた雰囲気のルームとなっています。

皆さまのお越しをお待ちしています。
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〒9200909金沢市袋町1番 1号

ル キュープ金沢3階

TEL 076‐ 220‐ 1655

月曜日 (祝日を除く)

:400m1200ml枷 m】 10:oo～ 12:30/13:20～ 18:00
1成分献血〕10:00～ 1● 30/13:20～ 17¬ 5

400mt献血、成分献血

金沢赤十字病院は、地域に根差した病院として地域医療の充実に努めるとともに、災害拠点病院として災害時に医療
救護I嘱を派遣するなど、赤十字の使命も果たしています。当院は「震災に強い建物の整備」として一昨年の春から耐震化
工事を進めており、昨年5月 には新病棟がオープンしました。その後、既存棟の改修と老朽棟の解体撤去等を行つてお
り、本年秋の全体工事完了を目指しています。今後とも安全で信頼される医療を通じて、地域社会に貢献していきます。
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〒9218162 金沢市三馬 2丁目 251番 地

TEL 076‐ 242‐3131(It)http:/ノ
…

.kanaZawa‐ rc‐hosP.jp

内科 呼吸器科 循環器科 消化器科 外科 肛P5科 整形外科 産婦人科 」ヽ児科

眼科 脳神経外科 泌尿器科 皮膚科 放射線科 麻酔科 リハビリテーション科

石川県支部
〒920-8201金 沢市鞍月東 2丁目48番地

石川県医師会  日赤共同ビル 1階

TEL 076-239-3880 FAX 076‐ 239‐ 3881
httpノ/www ishikawa lrc o「 ip

社費・寄付金……158,000千円
その他の収入…… 30,278千円

災害救護救援活動に

敷憲法等の普及、赤十字ボランティアの育成、腎少年赤十字活動に

国際活動、赤十字の全国事業に

市町の赤十字活動、奉仕団の活動に

赤十宇思想の普及と社員の増強に

医療・血液事業の推進に

支部の業務運営に

55,004千円 30%
35,960千円 20%
24,844千円 13%
25,600千円 14%
24,971干円 13%
6,331千円  3%

12,768千円   フ%

|‐m翼収入合計 188,278干円

[よ鼻唱鷺|

支出合計 185,478干円 oまかに、流費2.800千円計J
※赤十字病院 血液センターは施設ごとの特別会計になっており この予算には含まれていません。

日本赤十字社の活動は、皆さまから寄せられる資金によつて支えられています。

人間のいのちと健康、尊厳を守るための活動を、ぜひ、あなたとともに。

赤十字の人道的な活動に賛同し、毎年 500円以上の資金

協力をしていただく方のことです。

個人・法人を問わず、どなたでも社員になることができます。

日本赤十字社にご寄付いただいた活動資金は、個人の所

得税や企業等の法人税での優遇措置が受けられます。

(詳 しくは税務署等にお問い合わせください)

赤十字の活動は、社員の方々からいただく資金 (社費)と、

一般の方々からの寄付金によつて成り立っています。

日本赤十字社は「故人の遺産を社会のために寄付したい」
「自分で築いた財産を寄付したい」という尊いご意思に応え

るために、遺贈による寄付、相続財産の寄付を受け付けてい

ます。これらの寄付は相続税での優遇措置が受けられます。
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金沢赤十字病院 新病棟外観 (右建物) 東日本大震災(平成 23年 )での救護活動 (岩手県)

個人

特別社員 一時または累計で 2万円以上 称号付与通知書 P号標

銀色有功章 一時または累計で20万円以上 有功章 (楯 型)門標

金色有功章 一時または累計で50万 円以上 有功章 章記 P]標

社長感謝状 金角有助章受章後、一時または累計で50万 円以上 感謝状

法 人

銀色有功葦 一時または累計で20万円以上 有功章 (楯型 )

金色有功章 一時または累計で50万円以上 有功章 (楯 型 )

社長感謝状 金色有功章受賞後、一時または累計で50万円以上 感謝状

支部長感謝状 個人 法人/100万 円以上

厚生労働大臣感謝状
個人/100万円以上500万円未満

法人 団体/300万円以上1.000万 円未満

縮綬褒章 (団体は褒状| 個人/500万 円以上 法人 団体/1,000万 円以上
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