日本赤十字社兵庫県支部管内において、
今年度
149名の新任職員が入社し、6名の事務職員が
各施設へ配属されました。新型コロナウイルス
予防措置のため、一同に会しての新任職員研修
は中止となってしまいましたが、
それぞれの施設
において業務に取り組んでいます。

100年前のこと
日本赤十字社兵庫県支部事務局長
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新規採用事務職員の声
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大久保 博章

今から102年前、世界中でスペイン風邪が流行した。
日本においても2,300万人が感染し、38万人が亡く
なられたとされている。
その時、
日本赤十字社は、
どうで

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いている中、皆様には
日々不安なお気持ちでお過ごしの方も多いのではないでしょうか。
そんな皆様に少しでも正しい情報の提供と共に、県下への感染
予防等の啓発のため、
ホームページおよび SNSにて情報を掲載して
まいりますので、是非ご覧ください。
ホームページ https://www.hyogo.jrc.or.jp/
インスタグラム https://www.instagram.com/nisseki̲hyogo/
Facebook
https://www.facebook.com/nisseki.hyogo/

あったのか。
日本赤十字社の社史を見ると
「大正七年ヨリ、
十一年ニ

姫路赤十字病院 医事課

神戸赤十字病院 経営企画課

至ル間ニオイテ、流行性感冒ノタメ陸海軍病院へ看護

幅野大介

齋木七瑠美

婦長以下看護婦ヲ派遣シ、
治療ヲ幇助シ若シクハ流行地

4月から姫路赤十字病院で働くことになり
ました幅野大介です。
私は京都生まれ京都育ち
でまだ兵庫県にあまり詳しくないので、
これ
から色々なところへ行って兵庫県に詳しくなれる
ように頑張ろうと思います。趣味は野球観戦
で、
たまに甲子園に観に行ったりします。
私は一昨年の西日本豪雨の災害ボランティアに参加したことが
きっかけで、改めて「困っている人の役に立つことの喜び」を感じ
日本赤十字社に入ることを志すようになりました。
これからは「困っている人のため」
に働くことが出来る環境に感謝
しつつ、社会人一年目なので特に多くのことを学び、
これから先の
基礎を作っていけるような一年にしたいと思います。その中で
赤十字社の「人道」
という理念を常に意識しながら仕事に向き合い
たいと思います。

はじめまして！神戸赤十字病院の経営企画課
に配属になりました、齋木七瑠美です。3月に
卒業した武庫川女子大学では心理学を専攻
し、特に青年期の自己肯定感について学び
ました。
趣味は高校生の頃から活動している よさこい"です。
よさこいの
活動では、
ボランティアの方々の支えがあって成り立つイベントが
ほとんどで、日本赤十字社のスローガンのように、支え、助けて
もらうことがたくさんありました。次は、自分自身が活動してきた
地元の兵庫県で、恩返しの気持ちもこめて、支える立場で活動して
いきたいと思います。
まだまだ、手探りで不安も沢山ありますが、
赤十字社の一員として多くの方々のお役に立てるよう日々精進
していきたく思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

兵庫県赤十字血液センター 献血推進課

若林まな

太田恵利花
この 度 、兵 庫 県 赤 十 字 血 液センター 献 血
推進課に配属になりました、
太田恵利花です。
埼 玉 県 出 身で、大 学 進 学を機に兵 庫 県に
来ました。
こちらに来て今年で5年目になり
ますが、
知らない所ばかりのため、
現在開拓中
です。趣味はからだを動かすことで、最近まではカポエイラという
格闘技をやっていました。格闘技である一方で、楽器と歌も伴う
不思議なスポーツであるカポエイラにご興味ある方がいらっしゃい
ましたら、いつでもお声掛けください。
日本赤十字社には入社前からお世話になっており、水上安全法や
救急法の講習、献血バス等で、
日本赤十字社職員の皆様の温かい
お心に触れ、感銘を受けておりました。
これからは一職員として、
より多くの方のお役に立ち、
笑顔になっていただけるよう、
日々精進
して参ります。
よろしくお願いいたします。

兵庫県赤十字血液センター 学術情報・供給課

兵庫県赤十字血液センター 献血推進課

谷口舞帆

西崎亮太

初めまして！兵庫県赤十字血液センター学術
情報・供給課の谷口 舞帆です。
趣味はお笑い鑑賞で、
生まれも育ちも名古屋
だったため、関西に来ることができ、嬉しく思
います！
（笑）休日は関西のローカル番組を見

て楽しんでいます。
私が日本赤十字社を志願したのは、
大学時代に海外ボランティアに
参加したことがきっかけです。
同じ時代に生きているのに、
平和な日
本とは違い、世界にはまだ不安に怯えている人がいるということを
実感しました。
この経験から今後も目の前の困っている人から目を
背けず、
少しでもお役に立ちたいと思い、
強く入社を希望しました。
配属先である供給課では、献血者の方からいただいた血液を必要
としている患者様へ届ける仕事をしています。
供給課の仕事もまた
『命』
を助ける大事な仕事です。
血液を必要としている患者様へ迅速
かつ正確に届けることができるよう精進していきたいです。
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支部ニアラバ予防注射ヲ施行シ、又ハマスク等ヲ配布シタル」
との記載がある。記載は短いが、日
本各地で先輩たちが感染症との闘いの最前線において懸命に活動したことが伺われる。
またイン
ターネットでスペイン風邪を検索してみると、そこにはカリフォルニア州オークランドの市民公会
堂に設けられた仮設病院で、
ボランティアで患者の治療にあたるアメリカ赤十字社の看護師の姿が
ある。
世界中で、
赤十字の看護師が看護にあたったことは100年たっても人々は忘れてはいない。
いかなる状況下でも人間のいのちと健康、
尊厳を守る それが私たち赤十字人の使命である。
今、
世界規模で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症。
その対応として、
わが国だけでなく
世界各国の赤十字でも、多くのスタッフ、
ボランティアが、感染拡大を抑制すべく、関係機関と協力
して救護活動や医療活動を続けている。
兵庫県支部においても国内発生当初から、
救護班をダイヤ

神戸赤十字病院 人事課
初めまして！神戸赤十字病院人事課に配属になり
ました若林まなです。私は、生まれも育ちも神戸で、
社会人となった今も、地元に貢献できること、嬉しく
思います。3月に卒業した神戸親和女子大学では、
心理学を専攻していました。趣味は音楽で、歌を
聴いたり、歌ったりすることが好きです。今後は、新しく購入したキーボードに
挑戦していきたいと思っています。
私は大学時代、ボランティアを行う部活動である
「ユネスコクラブ」に所属
していました。特に思い出深いのは、3年連続で参加した神戸マラソンボラン
ティアです。
約2万人のランナーを支えるボランティアを経験し、
走者の気持ち
を汲み取った行動をすることの大切さを学び、ランナーから沢山の勇気を
貰いました。
赤十字の人道の理念に共感したと同時に、使命ある職場に就職出来た事に
感謝し、
これから精一杯邁進していく所存です。
どうぞ宜しくお願い致します。

2020

皆さまこんにちは！兵庫県赤十字血液セン
ター 献 血 推 進 課 の 西 崎 亮 太です。小学校
入学時から兵庫県に住んでいます。読書が
好きで、学生最後の春休みは手塚治虫さん
の『火の鳥』
を読み（13巻あるうちの3巻だけ
ですが…）、物語の壮大さに圧倒されるばかりでした。
話は変わりますが、私はこれまで赤十字のボランティアに携わった
ことがありませんでした。面接でも、
「こういったことをしたい！」
と
いう強い気持ちを表現することがなかなかできませんでした。
それでも、そんな私を新規職員として迎え入れてくださったことに
は本当に感謝の思いでいっぱいです。
この感謝の思いを仕事の原動力にして、今輸血を必要としている
方々の支えとなれるよう、
日々邁進したいと思います。

モンド・プリンセス号等へ派遣し、救護活動に努めた。
まだまだ先は見えないが、世界の人々が平和で健康な生活を送れる日々が、一日でも早く取り
戻せるよう私たち一人ひとりができることを行っていこう。

兵庫県支部主催の講習について
現在、
新型コロナウイルス感染症予防措置として、
5月の講習はすべて中止とさせていただいております。
今後の開催についての最新情報につきましてはホームページにて随時発信していく予定ですので、
ホームページにて
ご確認いただくかお電話にてお問い合わせください。
ご不便をおかけいたしますが、
よろしくお願いいたします。

講習に関するお問い合わせ

Tel. 078-241-1499

ホームページ（講習のページ） https://www.hyogo.jrc.or.jp/lecture/

赤十字職員も、新型コロナウイルス感染症
拡大抑制のため、全力を尽くしています。

遺言・相続財産・お香典でのご協力について

「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

※隔月
（奇数月）
に発行しています。
〒６５１‐００７３ 神戸市中央区脇浜海岸通１丁目４番５号
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活動する赤十字職員
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ラブラッド会員大募集
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3月6日に姫路赤十字看護専門学校を卒業しました。入学してからの3年間は
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姫路赤十字看護専門学校卒業生
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3月19日に第109回看護師国家試験の合格発表があり、姫路赤十字看護専門学校の令和元年度卒業生
37人全員が合格し、看護の道への第一歩を踏み出しました。
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看護の道へ新たな一歩
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今年8月に兵庫県支部は創立130周年を迎えます。
「 人 間 の い のちと健 康 、尊 厳を守るため、苦しんでいる人を救 いたい 」と思う多くの
皆さまに支えられ、活動してまいりました。
兵庫県支部では、国内外の災害における医療チーム派遣のみならず、講習普及や防災
教育など地域に根差した活動も展開しています。
これからも、皆さまとともに赤 十 字 活 動を推 進してまいりますので、どうぞよろしく
お願いいたします。

あっという間であり、密度の濃い時間でした。正直、辛く感じることもたくさん

主な活動の歴史

ありましたが、
3年間での学びや出会いは何にも変えることができないかけがえ
のないものだと感じています。特に、楽しい時や嬉しい時、辛い時も共に支え

1890

8月23日、兵庫県支部創立。
（兵庫県庁内）
9月16日、
トルコ軍艦エルトゥールル号が和歌山県沖で沈没。
負傷者を兵庫和田岬停留所にて救護。兵庫県内での初めての救護活動
である。

1937

日華事変勃発で救護班を派遣。以降、第二次世界大戦終焉まで随時救護班
を派遣。

1938

阪神大水害により救護班を派遣。

1967

集中豪雨災害により神戸市ほか阪神間7市に救護班を派遣。

1976

台風17号による集中豪雨で県下6市15町に災害救助法適用、
救護班を派遣。

1995

1月17日午前5時46分、阪神・淡路大震災が発生。全国の支部赤十字救護
班等の応援を得て、救護活動を展開。

2003

兵庫県支部、兵庫県赤十字血液センター、神戸赤十字病院、兵庫県災害医
療センターが竣工。
（神戸市中央区脇浜海岸通）

2004

台風23号により大雨災害が発生。但馬地域に国内で初めて国内型緊急
対応ユニット
（dERU）
を展開、淡路地域に救護班を派遣。
新潟中越地震が発生。長岡市でdERUを展開。

2005

尼崎市でJR福知山線脱線転覆事故が発生。救護班を派遣。

2009

台風9号による豪雨災害が発生。救護班を佐用町に派遣。

合ってきたクラスメイトの存在は大きいものでした。何度も話し合いを繰り返し
ぶつかり合ってきたこともありますが、
その経験が私たちを成長させてくれました。
私は人前に立つことが得意ではなく、入学した当初は自分の意見を言うことも
できずにいました。
しかし、
クラスメイトの何事にも一生懸命取り組む姿や学生を主体とする多くの活動が
あるこの学校のおかげで、逃げるのではなく失敗してでも挑戦してみようと思えるようになりました。
また、赤十字の基本理念である人道とは、
自分のことだけでは
なく周りに目を向け、手を差し伸べることだと学ぶことができ
ました。今の私があるのは、
この学校での経験と3年間支えて
くれたクラスメイト、教員、家族のおかげです。
これからは看護
学生ではなく、看護師として患者さんの思いに寄り添い、患者
さんのペースや望みに合わせた看護を展開できるように頑張り
たいと思います。
姫路赤十字看護専門学校卒業生

野原 理紗子

1年前、私は国家試験がまだまだ先のことだと思い、先生から
「実習も国家試験の勉強の一つ」
と言われ
ながらも目の前の実習に精一杯でした。そして全ての実習を終え、自分の成績と向き合うと深刻な状況
でした。模試でも上手く点が取れず、本番に近づくにつれて点数は下がる一方で、必修も合格点が取れない
ことに焦りを感じていました。初めは一人で勉強していましたが、誰かと一緒に頑張ることで少しずつ
ペースが掴めました。国家試験は、
自分一人ではなく多くの人の励ましがあり、仲間に支えられて乗り越え

2011

先輩方は1年前の私に、12月からでも遅くないとアドバイスをくれました。
しかし試験が近づくにつれて

2014

私が常に思っていたことは、
「あの時もっと勉強していたら」
ということでした。先生から教えてもらうことや

2017

4月14日および16日、熊本地震が発生。救護班を10個班、94人を派遣。
（5月14日まで）

2018

6月18日、大阪北部地震が発生。救護班2個班15人を派遣。
7月、
西日本豪雨災害が発生。
岡山県や広島県に救護班3個班23人、
コーディ
ネートチーム2チーム6人、
こころのケア要員1名を派遣。

今頑張っている実習は、その時にしか学べない本当に貴重なことです。
これからは3年間の学校生活で得た
多くの 学びと、赤 十 字 の
一 員 として 人 道 の 心 を
忘 れず 、常に患 者さんと
その家族の心に寄り添える
ような 看 護 師 に な れ る
ように頑張ります。

2020

丹波市豪雨災害が発生。救援物資を配布。

2月、新型コロナウイルス感染症拡大抑制のため、横浜港に停泊中の
クルーズ船と帰国者等の経過観察を行う一時滞在施設へ医師・看護師等
を派遣。
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変わりゆく兵庫の街に
これまでも

右端が野原さん
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会員になるとこちらのオリジナル
デザインの献血カードに交換できます

全国どこでも

献血
予約可!

ポイントが

貯まる!

血液検査の
結果通知が

早い!

会員限定の
キャンペーンや
特典が届く!
etc

かんたん会員登録!

https://www.kenketsu.jp/ へアクセス
複数回献血クラブ
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プレゼント

検索

抽選で

応募者プレゼント
兵庫県赤十字血液センターのオリジナルグッズを5名様に！

5名様

セット
クリアファイル・ノート・付箋・ボールペン・マスキングテープ
内容

ご応募お待ちしております！
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2020年5月31日必着。当選者の発表はプレゼントの発送を
※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。
もって代えさせていただきます。
メール shinko-ka8921@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

メールはこちらから

変わらない安心を
これからも
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卒業生の今後の活躍を期待しています！
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ることができました。

3月11日午後2時46分、東日本大震災が発生。救護班20班217人を派遣。
（7月5日まで）

しました
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称
愛
に
」
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ク
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郵便局・ゆうちょ銀行からご協力いただけます
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。
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

活動資金にご協力をお願いします

※窓口で取扱いの場合、
振込手数料は無料です。

