
救急法▲

健康生活支援講習▲
講習の様子▼

防災セミナー▲

活動資金へのご協力ありがとうございました！ 令和3年3月1日～令和4年2月28日（10万円以上､敬称略･順不同）
※承諾された方のみ掲載させていただいております。

■ 平賀　法子
■ 全　　鍾文

3,000,000円
1,800,000円

■ 全　　炷巖
■ 井木　久博

1,000,000円
300,000円

■ 杉原弘一郎
■ 前嶋　成樹

200,000円
102,000円

■ 尾田　一壽
■ 野津　一成

100,000円
100,000円

■ ㈱ＣＦＮ
■ 三和段ボール工業㈱
■ 鳥取県自治会連合会

1,000,000円
700,000円
510,000円

■ 八幡物産㈱
■ 美保テクノス㈱
■ 鳥取市勤労青少年ホーム利用者協議会

500,000円
200,000円
198,227円

■ リクエストサーブ㈾
■ ㈲エイダン事務機
■ ㈱メモワールイナバ

150,000円
100,000円
100,000円

■ ㈱ティビィエム
■ 鳥取県遊技業協同組合
■ ㈲山下空調設備

100,000円
100,000円
100,000円

個
人

法
人

鳥取県支部の地域活動 命を救う知識と技術を、
多くの皆さまへ

人命を救う方法や健康で安全に暮らすため
の知識と技術を伝えるため、日本赤十字社
鳥取県支部では各種講習会を実施していま
す。また、地域コミュニティにおける｢自助｣
と ｢共助｣の力を高める赤十字防災セミナー
も実施しています。

〒680ｰ0011　鳥取市東町一丁目271（鳥取県庁第二庁舎内）
TEL：0857ｰ22ｰ4466／FAX：0857ｰ29ｰ3090
ホームページ▶ https://www.jrc.or.jp/chapter/tottori/

お住まいの地域やお勤め先で
講習会・セミナーを
開催してみませんか？

日常生活における事故防止や手
当ての基本、心肺蘇生やAEDの
使用方法、応急手当などの知識
と技術を学びます。

救急法

水の事故から人命を守るため、
泳ぎの基本や溺れた人の救助、
応急手当の方法などの知識と技
術を学びます。

水上安全法

子どもを大切に育てるために、
乳・幼児期に起こりやすい事故
の予防と手当、病気の看病の仕
方を学びます。

幼児安全法

高齢期を、健やかに生きるため
に必要な健康増進の知識や高齢
者の支援・自立に向け役立つ介
護技術を学びます。

健康生活支援講習

災害時に予想される被害や避難
生活などの課題を具体的にイ
メージしながら、命を守るさま
ざまな方法を学びます。

防災セミナー

講師を派遣してほしいときは
日本赤十字社鳥取県支部では当支部主催で講習会を開催するほかに、
地域や企業・学校・団体等からのご要望に応じて各講習の指導員を
派遣しています。
開催希望日、内容、受講者人数等がきまりましたら、当県支部事業
推進課まで仮予約のご連絡をお願いします。
※講師調整などのため、開催希望日の概ね２ヶ月前には事前のご連絡をお願いします。
※なお、指導員や資機材の関係上、ご希望に添えない場合もあります。予めご了承ください。

日本赤十字社鳥取県支部
事業推進課

TEL：0857‐22‐4466
FAX：0857‐29‐3090
平日　8：30～17：00

お問い合わせ・申込先

講習会・セミナーの内容　　 詳しい内容は、ホームページをご確認ください

危機を前に、人は弱い。
でも、危機を前に、人は強い。
災害や感染症の脅威が訪れた時。

人は不安になる。恐怖に怯える。

けれど、人は励まし合い、前に進むことができる。

私たちは知っています。

大切な人を守ろうとする姿を。

災害に立ち向かおうとする人たちの強さを。

そんな思いに応えて、ともに乗り越えていくために。

災害の現場で、赤十字の医師・看護師・ボランティアが活動をつづけます。

̶̶̶̶̶　救うを託されている。あなたとともに。



ボランティア活動の
ための研修会

日本赤十字社 鳥取県支部について
日本赤十字社鳥取県支部では、災害発生時に迅速な救護活動
が展開できるよう、平時から訓練を継続的に行うとともに資
機材の整備に努めているほか、県民向けに、一般の方でもで
きる救急法などの講習の開催、ボランティアの育成、医療事業、
血液事業、視覚障がい者支援事業など “人間のいのちと健康、
尊厳を守る” 幅広い活動を展開しています。
鳥取県支部の活動は赤十字ボランティアをはじめとする多く
の方々によって支えられています。

日本赤十字社の活動について
日本赤十字社は、災害派遣や国際援助など、様々な
人道的支援を行なっています。
これらの支援を迅速に行うために、日々訓練やボラン
ティアの育成に努め、有事に備えています。
これからも皆さまのご協力をよろしくお願いします。

災害時にはいち早く救護班などを派
遣し、救護活動を行います。
救護を円滑に行うため、訓練の実施、
物資の整備、人材育成など、常に災
害に対応できる体制を作ります。

令和３年度  7月大雨災害

日本赤十字社
公式キャラクター
「ハートラちゃん」

日本赤十字社へのご寄付の方法

クレジットカードで寄付 身近な窓口から寄付

カードのポイントで寄付 コンビニで寄付

webサイトからの登録により、
クレジットカードでご寄付い
ただけます。ご寄付の方法は、
毎年・毎月・今回のみからお
選びいただけます。

クレジットカードでの買い物
や、各種サービスでカードに付
与されるさまざまなポイントを
利用して、ご寄付いただけます。

❶郵便局 ･銀行の口座振替 
❷郵便局 ･銀行の窓口 
❸お近くの日本赤十字社窓口

などをご利用ください。

コンビニエンスストアにある
情報端末（ファミリーマート

「Famiポート募金」、ローソン
「Loppi募金」）でも受け付けて
おります。

災害時の被災者救護や新型コロナウイルスなどの感染症拡大
防止への対応、防災・減災の普及啓発やボランティアの育成
など、日本赤十字社のいのちを救うさまざまな活動は、皆さま
からの継続的なご支援に支えられています。

皆さまのご寄付でできること

3,000円
▼

安眠セット /１人分

5,000円
▼

緊急セット /　　　　
１セット
４人分

100,000円
▼

訓練用AED /１台

赤十字奉仕団による
イベントの開催

ボランティアなどの育成のた
め、研修会や講習会を開催し
ています。

県内各地でイベントを開催し、
赤十字の活動を広く県民の皆
さんに知っていただく活動を
行なっています。

病気の治療などで輸血を必要とす
る人を救うため、献血を受け付け、
安全な血液製剤を製造し、24時間
医療機関へお届けします。

血液事業
大切ないのちを救うために、良質な
医療の提供に努めて地域医療を支え
ます。
また災害時にはいち早く医師や看護
師等を現場に派遣します。

赤十字病院
市区町村ごとに組織されたグループ、
社会人や学生の方、専門技術や職業
を活かして活動するグループなど、
様々なボランティアグループが活動
しています。

赤十字奉仕団

国内災害救護・国際活動について

■ 医療救護
■ 救援物資の配分
■ 血液製剤の配給
■ 義援金の受付・配分
■ 赤十字防災セミナー

地域の
医療・福祉を

支える

世界中の災害や紛争、病気などに苦
しむ人々を救うため、世界最大の
赤十字のネットワークを活かして、
緊急時の救援や復興支援、予防活動
に取り組みます。

甚大な被害のあった熱海市内に設置された避難所
では、避難者の健康観察やこころのケア活動を
実施しました。

■ 緊急救援
■ 復興支援
■ 開発協力
■ 国際人道法の普及等

活動資金にご協力ください

詳しくはこちらを
ご覧ください

検索日本赤十字社　寄付

あなたの支援が
大きな力となります。

国内災害救護 国際活動

日本赤十字社の３つの活動領域

■ 国内災害救護　■ 国際活動
■ 赤十字病院　　■ 血液事業
■ 救急法等の講習

■ 赤十字ボランティア
■ 社会福祉

■ 青少年赤十字
■ 看護師等の教育

鳥取県内に2,000名以上の赤十字ボラ
ンティアが在籍しており、地域に密着
した幅広い活動をおこなっています。
また、日本赤十字社では全国で、児童・
高齢者・障がい者福祉施設を運営して
います。

苦しんでいる人を救いたい。そう願う人
のちからとこころを育むこと。これも、
日本赤十字社の役割のひとつです。看護
師の養成はもちろん、青少年ボランティ
アの実施などをとおして、技術や知識、
そして想いを、未来へとつないでいます。

2021年10月2日　＜国内災害救護＞
「令和３年度第３回日本赤十字社鳥取県支部災害
対策本部研修会」を実施しました

2021年10月17日　＜ボランティア＞
鳥取県アマチュア無線赤十字奉仕団による全国無線
非常通信訓練を実施しました

2021年10月24日　＜ボランティア＞
「令和３年度赤十字奉仕団委員長研修会」を開催しま
した

2021年11月13日　＜国内災害救護＞
令和３年度日本赤十字社中国・四国ブロック各県支部
合同災害救護訓練に参加しました

2021年12月11日　＜青少年赤十字＞
高等学校青少年赤十字リーダーシップ・トレーニン
グ・センターを行いました

2021年12月25日　＜青少年赤十字＞
令和３年度青少年赤十字スタディー・プログラムに参加
しました

2022年1月27日　＜青少年赤十字＞
鳥取市立千代南中学校にて「青少年赤十字
加盟登録式」を行いました

鳥取県支部
直近の活動記録

日赤鳥取県支部では常設の医療救護班
を５班配備し、災害発生時いつでも派
遣できるように準備をしています。ま
た、医療事業や血液事業のほか、各種
講習会を開催し「いのちを救う」活動
をおこなっています。

裏表紙にも案内を掲載しています

ひとを
育む

せいかつを
支える

いのちを
救う

ひとを
育む

せいかつを
支える

いのちを
救う
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■ 前嶋　成樹

200,000円
102,000円

■ 尾田　一壽
■ 野津　一成

100,000円
100,000円

■ ㈱ＣＦＮ
■ 三和段ボール工業㈱
■ 鳥取県自治会連合会

1,000,000円
700,000円
510,000円

■ 八幡物産㈱
■ 美保テクノス㈱
■ 鳥取市勤労青少年ホーム利用者協議会

500,000円
200,000円
198,227円

■ リクエストサーブ㈾
■ ㈲エイダン事務機
■ ㈱メモワールイナバ

150,000円
100,000円
100,000円

■ ㈱ティビィエム
■ 鳥取県遊技業協同組合
■ ㈲山下空調設備

100,000円
100,000円
100,000円

個
人

法
人

鳥取県支部の地域活動 命を救う知識と技術を、
多くの皆さまへ

人命を救う方法や健康で安全に暮らすため
の知識と技術を伝えるため、日本赤十字社
鳥取県支部では各種講習会を実施していま
す。また、地域コミュニティにおける｢自助｣
と ｢共助｣の力を高める赤十字防災セミナー
も実施しています。

〒680ｰ0011　鳥取市東町一丁目271（鳥取県庁第二庁舎内）
TEL：0857ｰ22ｰ4466／FAX：0857ｰ29ｰ3090
ホームページ▶ https://www.jrc.or.jp/chapter/tottori/

お住まいの地域やお勤め先で
講習会・セミナーを
開催してみませんか？

日常生活における事故防止や手
当ての基本、心肺蘇生やAEDの
使用方法、応急手当などの知識
と技術を学びます。

救急法

水の事故から人命を守るため、
泳ぎの基本や溺れた人の救助、
応急手当の方法などの知識と技
術を学びます。

水上安全法

子どもを大切に育てるために、
乳・幼児期に起こりやすい事故
の予防と手当、病気の看病の仕
方を学びます。

幼児安全法

高齢期を、健やかに生きるため
に必要な健康増進の知識や高齢
者の支援・自立に向け役立つ介
護技術を学びます。

健康生活支援講習

災害時に予想される被害や避難
生活などの課題を具体的にイ
メージしながら、命を守るさま
ざまな方法を学びます。

防災セミナー

講師を派遣してほしいときは
日本赤十字社鳥取県支部では当支部主催で講習会を開催するほかに、
地域や企業・学校・団体等からのご要望に応じて各講習の指導員を
派遣しています。
開催希望日、内容、受講者人数等がきまりましたら、当県支部事業
推進課まで仮予約のご連絡をお願いします。
※講師調整などのため、開催希望日の概ね２ヶ月前には事前のご連絡をお願いします。
※なお、指導員や資機材の関係上、ご希望に添えない場合もあります。予めご了承ください。

日本赤十字社鳥取県支部
事業推進課

TEL：0857‐22‐4466
FAX：0857‐29‐3090
平日　8：30～17：00

お問い合わせ・申込先

講習会・セミナーの内容　　 詳しい内容は、ホームページをご確認ください

危機を前に、人は弱い。
でも、危機を前に、人は強い。
災害や感染症の脅威が訪れた時。

人は不安になる。恐怖に怯える。

けれど、人は励まし合い、前に進むことができる。

私たちは知っています。

大切な人を守ろうとする姿を。

災害に立ち向かおうとする人たちの強さを。

そんな思いに応えて、ともに乗り越えていくために。

災害の現場で、赤十字の医師・看護師・ボランティアが活動をつづけます。

̶̶̶̶̶　救うを託されている。あなたとともに。


