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兵庫県災害医療センター 事業課

兵庫県赤十字血液センター 献血推進課

小野結衣

田中里沙

皆さん初めまして！ 兵庫県災害医療

兵庫県赤十字血液センター献血推進課

センタ ー 事 業 課 の 小 野 結 衣 で す 。

の田中里沙です。

現在は、JICA研修やICLS研修など

趣味はオーケストラでコントラバスを

様々な研修に関わる仕事をしています。
私は、
香川県出身

弾くこと。
コントラバス
（10kg）
より重いものは持てない

で同志社大学進学を機に関西に来ました。大学では、

非力な女子です。大学の部活動でコントラバスを始め、

社会学部に所属し日本の社会構造や労働について学び

現在はアマチュアのオーケストラで活動しています。

ました。趣味はスポーツ観戦で、毎年甲子園に高校野球

無料で聴ける演奏会もありますので、興味のある方は

を観に行くことが楽しみです。

お声掛けください！

私が日本赤十字社を志望したのは、大学時代の体育会

献血推進課に配属となり、最初の一か月ほどは献血

軟式野球部でのマネージャー活動がきっかけです。

バスにて接遇などを主に行っていました。現在は予約

活動の中で、自分に求められる役割に気づき行動する

個人表彰などの
推進係でHLA型※登録者への献血依頼、

ことの大切さや、
自ら人のために尽くすことの素晴らしさ

担当をしています。

を学びました。
また、
日本赤十字社の救急員資格を取得し、

血液センターが誇る美女お二人に挟まれながら毎日

選手のサポートに努めました。

お仕事ができて非常に光栄です。
（ 右隣のお姉様より

大好きな神戸の地で就職できたことを嬉しく思います。

書くようにと仰せ付かりました(^^)/）

これからも縁の下の力持ちとして、多くの方のお役に

私は献血の経験がない状態で入社し、初めは全く何も

立てるよう頑張ります。
よろしくお願いいたします。

わかりませんでしたが、献血推進課の皆さんに支えて
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イオンモール神戸北

ガチャピン・ムックの
『みんなの防災＋ソナエ』

お知らせ

5月号、
7月号に続き、
新任事務職員2名の自己紹介をお届けします。

ty

9月29日
（日）10：00〜17：00
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新任事務職員の声 No.3
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救急法体験ブースでは、心肺蘇生とAEDの使い方を10〜15分程度で体験して
いただけます。
また、子ども救護服・ナース服試着コーナーも設置します。

10月26日
（土）10：00〜14：00

いただきながら日々成長しております。献血のエキス
パートとなれるよう精進します！
※HLA（Human Leukocyte Antigen）
：赤血球にABO血液型があるように、白血球にもHLA型という血液型があり、その重要性から主要組織適合性抗原ともいわれています。

いのちと健康を守る活動に
ご協力感謝いたします。

兵庫県支部・血液センター合同庁舎1階、神戸赤十字病院1階ロビー他

『赤十字HATふれあいフェスタ』
おいしい非常食カフェ、
緊急車両等の乗車体験、
救護服やナース服を着てちびっこ
記念撮影、お菓子で作る薬局体験、缶バッチの作成、
トランシーバーを使った
無線ごっこ、救急法ミニ講習、健康・介護福祉よろず相談などを予定しています。
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10月27日
（日）10：00〜14：00
兵庫県広域防災センター（兵庫県三木市）

『兵庫県広域防災センター実践デモ
〜震災を風化させない〜
（阪神・淡路大震災25年事業）
』
阪神・淡路大震災から25年の節目を迎え、
住民の防災意識を高めることを目的に
災害応急活動の実践的なデモを実施します。兵庫県支部は救急法ミニ講習、
展示等で参加します。

ご参加お待ちしております！
！
講習のご案内
10月5日
（土）13：00〜17：30
救急法基礎講習
（1日の講習）

11月4日
（月・休）13：00〜17：30
12月7日
（土）13：00〜17：30

救急法救急員養成講習
（2日間の講習）

10月26日
（土）
・10月27日
（日）9：30〜17：30
10月6日
（日）
・12日
（土）
・13日
（日）9：30〜17：30
（初日は13：00〜17：30）
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プレゼント

応募者プレゼント
日本赤十字社兵庫県支部の協賛企業、株式会社エーデルワイス様より、
「エスプリ・アンテノール33個入」を5名様に！ たくさんのご応募、お待ちしています！
社名

ブランド

商品名

抽選で

救急法基礎・救急員養成講習
（3日間の講習）

12月8日
（日）
・14日
（土）
・15日
（日）9：30〜17：30
（初日は13：00〜17：30）

5名様

株式会社エーデルワイス
エーデルワイスグループは創業1966年以来、洋菓子を通じて「本物のおいしさ」を大切に伝統を守り
お客様に喜びと幸せをお届けしています。
アンテノール
アンテノー ルは1 9 7 8 年 、異 人 館 の 街 、神 戸 北 野 町に生まれました。
ギリシャ神話の知将アンテノールの名前に由来し、真摯に味の追求を行う
アルティザン
（職人）集団です。厳選した素材を生かし、熟練の技術で本物
のおいしさを創りだします。

11月9日
（土）
・16日
（土）
・17日
（日）9：30〜17：30
（初日は13：00〜17：30）

救急法フォローアップ講習
（スキルアップ講習）
幼児安全法支援員養成講習
健康生活支援講習支援員養成講習

10月8日
（火）10：00〜12：00「①一次救命処置」
10月8日
（火）13：00〜15：00「②きずの手当」
10月8日
（火）15：30〜17：30「③骨折の手当」
※それぞれの講習コース毎にお申し込みください。

受講条件：救急法救急員認定者（有効期限内の方のみ）
11月2日
（土）、3日
（日・祝）9：30〜17：30
12月21日
（土）、22日
（日）9：30〜16：30（最終日は17：10）
※申込期日は開催日
（初日）の1ヵ月前までです。

エスプリ・アンテノール 33個入
アンテノールで長く愛されるクッキー。
クーベルチュールチョコレートを
サンドした「ラング・ド・シャ・ショコラ」や、ナッツをのせて焼き上げた
クッキーなど味わい豊かな6種類を詰め合わせました。

Tel.078-241-1499

講習に関するお問い合わせは、
お電話またはホームページで

応募方法
①氏名②郵便番号③住所④性別⑤年齢⑥電話番号⑦本誌でよかった記事（複数回答可）をメールまたははがきで
ご応募ください。抽選でプレゼントが当たります！〆切りは2019年9月30日必着。当選者の発表はプレゼントの発送
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。
メール so-mu-ka9889@hyogo.jrc.or.jp ★件名に
「応募者プレゼント」
とご記入ください。
はがき 〒651‐0073 神戸市中央区脇浜海岸通1−4−5 日本赤十字社兵庫県支部 応募者プレゼント係

●

兵庫県日赤有功会が令和元年度総会を開催

●

西播磨赤十字奉仕団研修大会を開催

●

第1回地区赤十字奉仕団委員長会を開催

●

血液型ってどうやって調べるの？

メールはこちらから

※隔月
（奇数月）
に発行しています。

〜献血おもしろゼミナールを開催〜
〒６５１‐００７３ 神戸市中央区脇浜海岸通１丁目４番５号

赤十字

兵庫

検索

TEL.０７８‐２４１‐９８８９ ＦＡＸ.０７８‐２４１‐６９９０

ｈｔ
ｔｐ://ｗｗｗ.hyogo.jｒｃ.or.jｐ/
ひょうごの赤十字 9月号［2019年9月1日発行］

●

青少年赤十字リーダーシップ・トレーニング・センターを開催

兵庫県日赤有功会が令和元年度総会を開催

青少年赤十字リーダーシップ・トレーニング・センターを開催

西播磨赤十字奉仕団研修大会を開催

6月26日（水）、令和元年度兵庫県日赤有功会総会がANAクラウンプラザホテル神戸で開催され、
同有功会会員等55名が参加しました。
兵庫県日赤有功会は、
赤十字活動への支援を通じて国の褒章や
日本赤十字社有功章等を受章された方々で構成された組織で、社会福祉や世界平和に寄与するため、
日頃から赤十字活動を支えてくださっています。
総会では、会員相互の親睦を図る取組みや赤十字活動の支援と併せて「平成30年度事業報告・
決算」
、
及び
「令和元年度事業計画・予算」
について審議され、
原案のとおり全会一致で承認されました。
総会のあと、兵庫県赤十字血液センターの平井みどり所長から
「賢いお薬との付合い方」
と題しての
ご講演をいただき、参加者からは、
「 がん患者さんを例に、自立と自律の気持ちは大切だけれども、
一方で、
人との繋がり
（依存すること）
も大切だというお話等、
日々の生活の中で共感できることも多く、
大変参考になりました。」
との感想をいただきました。
総会終了後に行われた昼食懇談会では、和やかな雰囲気のもと会員相互の交流が図られ、今後の
有功会の発展について意見交換が行われました。

8月7日〜9日、神戸市灘区の神戸市立自然の家にて、
「集団生活を通じて自主性と指導力を養い、学校
や社会生活においてリーダーとして活躍できる青少年を育成する」
という趣旨のもと、令和元年度
兵庫県青少年赤十字リーダーシップ・トレーニング・センターが開催されました。
県内の青少年赤十字加盟校から中学生・高校生が50名、指導者の先生や、青年赤十字奉仕団（姫路
赤十字看護専門学校学生奉仕団・神戸青年赤十字奉仕団）
等の運営スタッフを含めると80名を超える
方々に参加いただき、
「 赤十字について」
「 救急法講習」
「 災害時の衣・食・住」
「コミュニケーションと
リーダーシップ力」
「国際交流について」
などの学習に取り組みました。
本トレセンでは、今年度のテーマである
「国際理解・親善」
に関わる研修が行われ、他国の文化を理解、
尊重する姿勢や態度、心の在り方をブレーンストーミングやフォトランゲージ等を通じて考えました。
その後の実習では、具体的な対象を想定し、各HR（班）で異なる文化を理解し、広く共有する方法に
ついて話し合い、最終日に発表を行いました。
参加者からは、
「リーダー役になった時、すべてのことを自分一人でやろうとしてしまいがちだったが、
周りの仲間に上手に仕事を割り振れるのがより良いリーダーだということを学べた。」
「3日目のフィー
ルドワークでは、同じHR（班）の仲間と協力しながら学んだことを再確認することができ、
とても楽し
かったです。」等の感想がありました。
2学期から、それぞれの地域での活躍を期待しています。

8月2日（金）、西播磨総合リハビリテーションセンターふれあいスポーツ交流館で「西播磨赤十字
奉仕団研修大会」が開催されました。
当日は各地域から約100人の方が参加。今回の研修大会では
「三角巾を使ったきずの手当」
「食事の
介助」
「リラクゼーション」の講習を2時間実施しました。
奉仕団の枠を超えて教え合う姿もあり、和気あいあいとした良い雰囲気で行われ、参加された方
からは
「勉強になることが多くて良かった」等、嬉しい感想をいただきました。

総会の様子

血液型ってどうやって調べるの？

講演する平井所長

〜献血おもしろゼミナールを開催〜

ロープワークに挑戦！

第1回地区赤十字奉仕団委員長会を開催
7月5日（金）、ひょうご女性交流館において令和元年度第1回地区赤十字奉仕団委員長会が開催さ
れました。
開催にあたり、北野委員長は「この赤十字奉仕団委員長会というのは年に何回かありますが、自分
が奉仕団ということだけでなく、人と人の融和、人と人の助け合いを常に心にとめて、考えて生活し
なければならないと思っています。」
と話されました。
会議では、兵庫県支部から、平成30年度活動報告、令和
元年度の赤十字奉仕団及び青少年赤十字の登録状況、
令和元年度有功章等贈呈式等について報告しました。
また、秋に実施される地域赤十字奉仕団員研修会につ
いての協議では、赤十字の活動を広く知っていただくた
めに、開催場所の検討や赤十字奉仕団以外の方の参加
についても活発な意見が交わされました。
挨拶する北野委員長

いのちと健康を守る赤十字活動は
皆さまからお寄せいただく活動資金で成り立っています。

活動資金にご協力をお願いします

郵便局・ゆうちょ銀行からご協力いただけます
口座記号番号：01110‐0‐1136
〒 口座加入者名：日本赤十字社兵庫県支部
※窓口で取扱いの場合、
振込手数料は無料です。

緊張しながら点火！キャンプファイヤーも盛り上がりました。

フィールドワークでチームワーク向上⤴

遺言・相続財産・お香典でのご協力について

三角巾、上手に巻けるかな？

みんなでドローイングチャレンジ♪

ワークショップ発表会

「自分が亡くなった後、
これまで築いた財産の一部を赤十字に寄付したい」
といったご相談や、大切な方を亡くされたご遺族から、
「故人の遺産を社会のために役立ててほしい」
というお申し出が増えています。
日本赤十字社では、
このような尊いご意思に応える
ために、遺贈（遺言によるご寄付）、相続財産等のご寄付を承っております。
お問い合わせは☎078-241-8921（振興課）
まで

8月16日（金）、兵庫県赤十字血液センターで「献血おもしろゼミナール」が開催されました。
この
イベントは、小学生を対象に、幼いうちから献血に関心を持ってもらおうと毎年開催しており、午前・
午後あわせて77名（保護者含む）の方にご参加いただきました。
血液型判定の実演では、実際の献血で使用されている検査試薬と血液を混ぜ合わせることで、ABO
血液型を判定する様子に、子供たちだけでなく保護者からも驚きの声が上がりました。
また、供給準備室では、血液製剤ごとに違う保管方法と梱包方法を見学したほか、献血バスでは、
実際の採血ベッドで横になり献血を模擬体験していただきました。
参加者からは、
「もっともっと献血のことを知りたいと思いました。」
「16歳になったら献血します。」
と
いう感想をいただきました。
16歳になって、献血にお越しいただけるのをスタッフ一同楽しみにしています。

