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「苦しんでいる人を救いたい！」
過去も 今も 未来も
赤十字はその想いを実現します
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いつもあなたの身近 に

赤十字の創始者
日本赤十字社千
赤十字活動への

５月〜６月は赤十字運動月間

災害に備える

いのちを守る

近い将来、
発生が予測される首都直下地震や千葉県

東方沖地震などの大規模広域災害に備えて、
災害救護
体制の充実・強化に努めています。

人のいのちと健康を守り、
災害等から身を守るため

に、
救急法などの普及や防災教育などに努めています。

● 救急法などの講習

目の前で人が倒れた！一刻を争うその時に、いの
ちを救う技術が救急法です。
赤十字では、救急法や幼児安全法など各種講習会を
通じて、人を救う方法や、健康･安全のための知識と
技術を普及しています。

医療救護活動

dERU

● 医療救護班を常備

医師や看護師を中心に編成した医療救護班を、
成田赤十字病院等に14個班常備し、日頃から
様々な訓練を積み重ね、災害発生時には直ちに
派遣できる体制を整えています。

● 救援物資を配備

災害発生後直ちに被災者に救援物資をお届けでき
るよう、毛布や安眠セット、緊急セットなどの救援
物資を、県内９カ所（千葉市、船橋市、成田市、
市川市、木更津市、茂原市、旭市、南房総市、柏市）
にある千葉県支部管理の倉庫に備蓄しています。
また、44市町村にある55棟の地区･分区管理の
倉庫にも救援物資が備蓄されています。

救急法講習会
（ＡＥＤの使い方も学べる！）

幼児安全法講習会
（パパ･ママ講習）

● 災害から子どもたちを守る防災教育

災害時に子どもたちが自らの命を守る力を養うため
に、防災教材「まもるいのち ひろめるぼうさい」を活用
した防災教育を推進しています。

防災教育

● 防災・減災活動の普及
救援物資の配布

災害救援物資拠点倉庫

被災された方々に配付する緊急セット・毛布

災害からいのちを守り、被害を最小限にする
ために、各地域において防災･減災セミナーなどを
開催し、防災･減災への取組を普及しています。

防災・減災セミナーの写真

に

赤十字

赤十字のことを
もっと
知ってほしい！

者アンリー･デュナンの誕生日である５月８日は
「世界赤十字デー」
千葉県支部では、
５〜６月を
「赤十字運動月間」
と定め、
の理解と協力を呼びかけるキャンペーンを行います。

人の力を集める
千葉県内には、約9,600名の赤十字ボランティアがい

ます。「苦しんでいる人を救いたい」という赤十字の使
命を実践するため、県内各地で活動しています。

● 地域に根付いて活動 〜地域奉仕団〜

市区町村単位にある地域奉仕団は、被災者に元気を届
ける炊き出しのほか、高齢者支援や子育て支援、献血促
進など、地域に根ざした草の根的な活動を行っています。

あなたの疑問に
お答えします。

教えて？

赤十字のこと
ハートラちゃん

Q

日本赤十字社は国の機関なの？
赤十字活動には国や県からの支援はないの？

A

日本赤十字は「日本赤十字法」に基く認可

法人で、国の機関ではなく民間組織です。

赤十字活動の財源は、国や県などからの公

的支援はなく、
すべて寄付で賄っています。

Q

病院や献血は知っているけど、赤十字は
どんな活動をしている組織なの？

災害時の炊き出し

高齢者支援

A

日本赤十字社は、全国４７都道府県に支部

があり、世界１９0カ国には赤十字･赤新月社

● 特技を活かして活動 〜特殊奉仕団〜

が組織されています。

国内では災害時の救護活動や救援物資の

語学力や無線技術などの特技や資格を活かして活動す
る特殊奉仕団は、病院での医療通訳や各種イベントでの
臨時救護活動などの活動を行っています。

配布、救急法等の普及、青少年赤十字活動な

どを、海外では紛争地での医療支援、途上国の
保健衛生支援などを行っています。

Q 「義援金」と「活動資金」はどう違うの？
A 日本赤十字社にお寄せいただいた「義援金」
は、
全額被災者へ届けられ、
日本赤十字社の活
動に使われることはありません。

非常無線通信を行う特殊救護奉仕団

「義援金」
と
「活動資金」
の流れは次のとおり

着衣安全水泳教室を開催する
安全水泳奉仕団

です。

活動資金

災害救護訓練に参加する防災ボランティア

募金
など

会費や
寄付金

日本赤十字社

日本赤十字社

被災市町村

義援金

千葉県内の約650人の人々が防災ボランティアと
して登録し、災害に備えています。

義援金配分委員会

● 災害に備えて活動 〜防災ボランティア〜

被災者の
皆様

災害救護活動など
赤十字の人道的活動

あなたも赤十字サポーターに！
〜赤十字の活動は、皆様からお寄せいただく活動資金によって支えられています〜
平成30年度は、次のような赤十字活動を推進してまいりますので、皆様のご支援・
ご協力をお願いします。

平成30年度予算（活動資金の使い道）
収入

総額

支出
●災害救護体制の充実・強化

764,286千円

170,325千円

●健康・安全のための知識と技術の普及

4,408千円

●国際活動の充実

協力をお願いする資金

620,000千円

●義肢製作所の運営

57,760千円

●地域における赤十字活動

75,190千円

●管理業務

89,442千円

●赤十字奉仕団による活動

34,246千円

●青少年赤十字の活動

30,365千円

●赤十字精神と社旨の普及
●雑収入等

（補装具製作収入ほか）

144,286千円

39,424千円

108,886千円

●全国的な赤十字事業、
活動

81,750千円

●各事業共通管理運営

72,490千円

活動資金のご協力方法

みなさまの
ご協力を
お願いします。

ハートラちゃん

税制上の優遇措置

毎年5月・6月に行われる赤十字運動月間中に、町内会・自治会、
赤十字奉仕団などの皆様にご支援をいただきご協力のお願いをし
ているほか、
年間を通じて以下の方法でもご協力いただけます。

日本赤十字社に対してなされる寄付金（活動
資金）については、その公益性から、税制上の優
遇措置があります。

個人に対する税制上の優遇措置
優遇区分

インターネットで
（クレジットカード）

口座振替で

お近くの赤十字窓口で

※ご協力方法の詳細はホームページでご案内しています。
日本赤十字社では、
ご支援者の方々に対し、赤十字の会員の
一員として継続的なご協力をお願いしております。
なお、
ご協力をいただいた金額が2千円以上の方々は、同意
のうえ支援者として登録させていただき、定期的に広報紙など
を送付いたします。

所得税
（所得控除）

相続税
（非課税）

措置の内容等
寄付金の全額（ただし、上限は寄付者の
年間所得総額の40%まで）から2千円
を差し引いた額が、寄付者の年間所得
総額から控除されます。
相続により取得した財産（全部または
一部）を寄付した場合、寄付した相続財
産の価格が相続財産から除外されます。

法人に対する税制上の優遇措置
優遇区分

措置の内容等

法人税

通常の寄付金の損金算入限度額とあわせ
て、別枠で算出した特定公益増進法人に
対する寄付金の損金算入限度額を損金に
算入することができます。

●お問い合わせ・お申し込み先
総務部

振興課

TEL 043-241-7531（代表）｜ URL: http://www.chiba.jrc.or.jp/contribute/entry.html

News &
Report
オリンピック・パラリンピックを見据えたテロ対策

国民保護共同実動訓練に参加

成田赤十字病院DMATによる現場救護所での活動

オリンピック・パラリンピックの競技会場となる幕張メッセ

スポーツイベントでサリン散布などを想定

テロ等の災害が発生した場合に備えて、平成３０年１月

２４日（水）、幕張新都心（幕張メッセほか）において、
国民保護法に基づく共同実動訓練が、内閣官房･千葉県･
千葉市の共催で実施されました。
訓練は、幕張メッセのイベントホールで開催された
スポーツ大会で化学剤（サリン）が散布され、多数の
死傷者が発生したなどを想定して実施されました。

成田赤十字病院から医療救護班等が参加

訓練には、警察や消防、自衛隊、医療機関など約５０
機 関 、約1,000名が参加。日本赤十字社千葉県支部
からは、成田赤十字病院の医療救護班１個班、ＤＭＡＴ
１チームが参加しました。
幕張メッセでは、化学剤散布に対する初動対処、除
染、応急救護、被災者搬送などの訓練が、また、救急医
療センター等では被災者受入、医療救護、遺族支援等の
訓練が行われました。

警察ＮＢＣテロ対応専門部隊による
化学剤の検知
(イベントホール)

受け入れた被災者をシャワーにより除染
（救急医療センター）

日赤救護班による医療搬送
（救急医療センター）

遺族等の支援
（救急医療センター）

護という状況になりましたが、１人の重症者もなく、大会は無事終了す
ることができ、ランナーの安全確保に協力することができました。

いのちと献血俳句コンテスト

痙攣など多様なトラブルが発生し、走っては応急手当、また走っては救

大木理巧さん﹁血液事業本部長賞﹂を受賞

わせるような天気となり、不調を訴えるランナーが続出。熱中症や足の

第十二回赤十字・いのちと献血俳句コンテスト

がら、朝から気温が上昇し、最高気温は２０度、スタート時は初夏を思

において︑全国から寄せられた二十三万句を超え

「赤十字ＡＥＤランナー」を派遣しました。当日は、３月初旬でありな

る応募作品の中から︑東金市立正気小学校二年生

ターから、医師や看護師等がＡＥＤを背負い、ランナーと一緒に走る

の大木理巧さんが︑日本赤十字社血液事業本部長

この大会に、千葉県支部と成田赤十字病院、千葉県赤十字血液セン

賞を受賞されました︒

されました。

受賞作品

３月４日（日）富津市を会場に「第４０回千葉県民マラソン」が開催

アイス食べ ママのけんけつ まっている

「赤十字救護員ランナーとＡＥＤランナーが活躍！」
千葉県民マラソンでランナー１５名を救護

Information
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子供向け絵本を小学校などに配布

×

赤十字応援デー2018を開催

「赤十字をつくった人アンリー・デュナン」
日本赤十字社千葉県支部では、子どもたちに赤十
字運動を理解してもらうために、赤十字の創始者で
あるアンリー・デュナンの生涯や赤十字運動の紹介
などを内容とする絵本「赤十字をつくった人アン
リー・デュナン」を作成しました。
絵本は、県内の小学校（805校）、公立図書館
（94館）などに、5月頃までに無償で配布する予定
です。

県民の皆様に、
赤十字活動をより身近に感じていた
だくため、
千葉テレビと千葉ロッテマリーンズのご協力
をいただき、
「赤十字応援デー」
を開催します。
今回は、
「 千葉県♥献血推進ガール」である
「AKB
48チーム」の吉川七瀬さんが始球式に登場。
また、
イベントにご参加いただいた方には、
オリジナ
ルピンバッジのプレゼントもご用意してあります。当日
会場で皆様のお越しをお待ちしています。
１ 日時 平成30年４月30日(月･振替休日)

試合が中止の場合はイベントも中止します。

２ 試合 千葉ロッテマリーンズ×日本ハムファイターズ
３ 会場 ＺＯＺＯマリンスタジアム
４ 内容
〇ポールパークステージ
マリーンズ選手会にご協力いただき、
選手が使用した
野球用品のオークションを行います。

〇球場正面テント
（1）救急法体験

AEDの使い方など、
いざという時に役立つ応急手当が
体験できます。

（2）救護員体験

お子様に赤十字の救護服を着用いただき、
記念撮影や
救護車両などへの乗車が体験できます。

6 10

県民の日 ちばワクワクフェスタ２０１８

日本赤十字社千葉県支部が参加
毎年、
県民の日(６月１５日)を記念して開催される
千葉県主催のイベント
「ちばワクワクフェスタ」
に、
本
年から千葉県支部も参加します。
１ 期日

平成３０年６月１０日(日)

2 会場

幕張メッセ国際展示場３ホール

3 内容

千葉県支部の出展内容は、
5月中旬頃に、
ホームページ・フェイスブックでお知らせ
します

（3）献血

献血のご協力者には、
抽選でマリーンズ選手のサイン
入りボール等をプレゼントします。

（4）活動資金の受付
赤十字の活動資金へのご協力をお願いします。

facebook
千葉の赤十字活動の情報を
発信しています。
皆様の「いいね！」をお待ちしています。

詳しくは千葉県支部ホームページをご覧ください。

活動資金
協力企業
（団体）
の
ご紹介

日本赤十字社の活動は、
皆様からお寄せいただく活動資金に支えられています。
赤十字のサポーターとして、
活動を支えていただく
「大きな力」
となっています。
ご協力、
誠にありがとうございました。
※ 平成29年度第3四半期に千葉県支部へ直接10万円以上のご寄付をいただき、
掲載をご了解いただいた法人
（団体）
のお名前を
ご紹介しています。
なお、
千葉県支部ホームページにおいてもご紹介しています。
（敬称略・五十音順）

株式会社エスコーポレーション（船橋市）

しんかま駅前整形外科（鎌ケ谷市）

中央アルミ株式会社（四街道市）

社会福祉法人南小中台福祉会

南小中台保育園（千葉市稲毛区）

