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講習会のお知らせ
救急法基礎講習：１日コース

救急法救急員養成講習：２日間コース
急病の手当、けがの手当、搬送などが学べます

心肺蘇生やAEDを用いた除細動などが学べます

10/14（土）
・12/10（日）
・3/21（水・祝） 日赤富山県支部
9：00〜16：30
2/21
（水）
県総合体育センター 9：00〜16：30

10/21（土）〜22（日）、12/16（土）〜17（日）
・3/24（土）〜25（日） 日赤富山県支部 9：00〜16：30
県総合体育センター 9：00〜16：30
2/22（木）〜23（金）

健康生活支援員養成講習：３日間コース

水上安全法救助員養成講習Ⅰ

水の事故防止、泳ぎの基本と自己保全、救助の仕方、応急手当などが学べ
ます

1/23（火）
〜25
（木）
（救急法基礎講習を事前
に修了することが必要）

富山市民プール
9：30〜17：00

健康増進と高齢者に起こりやすい事故の予防・手当、日常生活の自立に向け
た介護の知識と技術などが学べます

12/13（水）
〜15（金） 日赤富山県支部 10：00〜15：00（最終日のみ16：00まで）

● 資格継続研修
平成28年3月31日までに救急員等認定証を取得され、かつ発行日から2年経
過し有効期限内の方が対象です。（平成28年4月1日以降の救急員等認定証取
得者への資格継続研修は廃止されました。
）
受講により、現在お持ちの認定証の有効期限が5年延長されます。

幼児安全法支援員養成講習：２日間コース

子どもに起こりやすい事故の予防と手当、子どもの病気への対応などが学
べます

11/9（木）〜10（金）
・3/3（土）〜4（日） 日赤富山県支部 9：00〜17：00

日本赤十字社創立１４０周年

救急法▶12/8（金）・3/10(土) 水上安全法▶12/11（月） 日赤富山県支部
健康生活支援講習▶12/2（土） 幼児安全法▶12/3（日） 13：00〜17：00

受講のお申し込みやお問い合わせ先 日本赤十字社富山県支部 事業推進課 TEL 076−451−7878 http://www.toyama.jrc.or.jp/（ホームページから申し込みができます）

街頭献血のお知らせ

★お昼時間は受付を休みます。
★日程は都合により変更することがあります。

１０月

11月

1日（日）イオンモールとなみ

９：００〜１６：００

アル・プラザ小杉

１０：００〜１６：００

8日（日）イオンモール高岡

１０：００〜１６：３０

9日（月）黒部市総合体育センター １０：００〜１５：３０
14日（土）ありそドーム

12月

3日
（金）ショッピングア・ミュー １０：００〜１６：００
5日
（日）イオンモール高岡
11日
（土）バロー石坂店
12日
（日）ファボーレ

９：００〜１６：００

16日（土）イオンモール高岡 １０：００〜１６：３０
17日（日）ファボーレ

アピタ富山東店

９：００〜１６：００

１０：００〜１６：３０
９：００〜１６：３０

15日（日）ファボーレ

１０：００〜１６：３０

22日（日）新湊漁港

８：００〜１５：００

23日
（木）ハッピータウン氷見店１０：００〜１６：００

29日（金）ファボーレ

９：００〜１５：００

26日
（日）イオンモール高岡

30日（土）イオンモール高岡 １０：００〜１６：３０

高岡市立古府小学校
28日（土）イオンモール高岡

１０：００〜１６：３０

29日（日）ファボーレ

１０：００〜１６：３０

19日
（日）ファボーレ

１０：００〜１６：３０

10日（日）イオンモール高岡 １０：００〜１６：３０

１０：００〜１６：３０

ＰＬＡＮＴ-３ 滑川店

９：３０〜１６：００

3日（日）ファボーレ

１０：００〜１６：３０

１０：００〜１６：３０
１０：００〜１６：３０

24日（日）イオンモール高岡 １０：００〜１６：３０

１０：００〜１６：３０

お問い合わせ先 富山県赤十字血液センター TEL 076-451-5555 http://www.toyama.bc.jrc.or.jp/

移動組立式炊飯器を
緩和治療病棟のご案内
緩和治療病棟は、富山赤十字病院の最上階にあり、立山連峰や神通川、
貸出しています 環水公園などを一望でき、自然に囲まれた環境の中でゆったりと過ごす
富山県支部では、県内で開催される自治会等主催の

イベントや地域防災訓練に、移動組立式炊飯器を無料
で貸出しています。貸出しをご希望される方は、まず
はお電話で問い合わせ下さい。
（富山県支部ホームペー
ジでも同様のご紹介をしています）
赤十字 富山 炊飯器

お問い合わせ先

検索

日本赤十字社富山県支部
TEL076-451-7878

事業推進課

ことができます。
がんや慢性心不全を患い、「痛い」「苦しい」「気持ちが落ち込む」など
のからだや心のつらさを専門的視点で緩和する治療やケアを行なうとと
もに、毎日を穏やかに過ごせるように医師や看護師、薬剤師、栄養士、
リハビリテーションスタッフなどがチーム一丸となって、患者さんとご
家族に心温まるケアを提供させていただきます。
富山赤十字病院 緩和治療

お問い合わせ先

検索

富山赤十字病院 代表TEL076-433-2222
（緩和治療病棟まで）

平成29年

全国赤十字大会

平成29年全国赤十字大会が5月25日、日本赤十字社名

創立140周年を記念した特別表彰は、社業の振興に顕著

誉総裁の皇后陛下、名誉副総裁の秋篠宮妃殿下、寛仁親

な功労のあった奉仕者等に対して贈られるもので、今回、

王妃殿下、高円宮妃殿下のご臨席の下、明治神宮会館

富山県からは8個人14団体が受章。この表彰伝達式が7月

（東京都渋谷区）で開かれました。

4日、富山県庁で行われ、富山県支部副支部長（富山県厚

日本赤十字社創立140周年の記念大会である今年は、全

生部長）から受章者一人一人に対し授与されました。受

国から会員やボランティアら約2000人が出席し、事業に

章者の詳細については、次頁でご紹介いたします。

功績のあった個人や団体に贈られる有功章が皇后陛下か
ら受章者代表の７個人６社に授与されました。また、創
立140周年を記念した特別表彰も行われました。

和モダンな雰囲気の談話室

緩和治療センタースタッフ

〒930‑0821 富山市飯野26-1 TEL:076‑451‑7878 FAX:076‑451‑6872
URL http://www.toyama.jrc.or.jp/
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於 明治神宮会館
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特別表彰

（敬称略）

富山赤十字病院

平成29年10月1日

創立110周年

地域のみなさまと共に歩んできた110年

社業功労者社長特別表彰
瀬尾

厚生労働大臣特別表彰

並木（砺波市）

10年以上にわたって各地域の赤十字奉仕団委員長を務めるととも
に、奉仕団研修会の企画・運営に携わるなど奉仕団員の指導育成に
携わっている。

髙野美奈子（立山町）
赤十字
ボランティア活動

道用 美枝（朝日町）
山谷美津子（高岡市）
関

惠一（富山市）

高場

武俊（射水市）

30年以上にわたって赤十字救急法指導
員として安全講習の指導に携わっている。

富山市立奥田中学校
富山県立氷見高等学校

献血協力
･
推進活動

品川グループ

富山赤十字病院は、日本赤十字社の支部病院として明治40年、全国で
6番目の赤十字病院として創立。病院での診療はもちろん、日赤本社が
主導した結核予防と撲滅事業で市街地から山間僻地まで巡回診療も行
いました。
（※写真は明治42年新築の病院）

庄川町赤十字奉仕団

奉仕団活動を通じ、地域内での赤十字思想の普及に努
めるとともに、福祉施設でのシーツ交換や除草活動、
防災訓練への参加など地域に密着した活動を実践し
ている。

富山市東田地方町
鉄筋コンクリート建ての病院への建替えは、1病棟から病院本館竣工ま
で昭和30年から40年までの10年をかけ行われました。この建物を懐か
しく想い出される方も多いのではないでしょうか。
（※写真は昭和時代の鉄筋コンクリート建築の病院）

長きにわたって献血推進活動に協力し、
国内の医療に使用する血液製剤の確保
に寄与している。

富山建友会

富山市東田地方町

舟橋村赤十字奉仕団

高岡向陵高等学校
建設ボランティアクラブ

優子（富山市）

20年間にわたって地元の赤十字奉仕団の委員長を務
めるとともに、平成23年からの4年間、赤十字奉仕団
富山県支部委員会の委員長として奉仕団の発展に寄
与した。

奉仕団体
長きにわたって青少年赤十字に加盟し、
子どもたちが自分で「気づき、考え、実行
する」力を育んでいる。

射水市立射北中学校

西野

小矢部市赤十字奉仕団

かたかご幼稚園かたかご保育園
青少年
赤十字活動

奉仕功労

社業功労者特別表彰
役職功労

金岡

22年間にわたって、日本赤十字社本社代議員をはじめ本社理事・富
山県支部評議員を務め、赤十字事業の推進に寄与している。

純二（富山市）

日本赤十字社富山県支部小矢部市地区
地区分区
功労

日本赤十字社富山県支部高岡市地区
日本赤十字社富山県支部入善町分区

赤十字事業を円滑に進めるために必要な活動資金の確保に寄与し
ている。

日本赤十字社富山県支部舟橋村地区
当園は平成15年に私立幼稚園として
は県下で初の青少年赤十字に加盟しま
した。以来、赤十字の理念に基づき、
思いやりを持って、丈夫で元気な子ど
もになるよう活動しています。

かたかご幼稚園かたかご保育園
私たち富山建友会は、社会福祉活動を主
としたボランティア活動を始めて今年で50
年目を迎えます。今後は、
この受賞を糧とし
て会員所属企業の協力を得て、献血協
力・推進活動を通じて毎年100名の献血
者確保を目標に活動を継続して参ります。

建設ボランティアクラブ 富山建友会

富山市牛島本町

青少年赤十字活動推進校の指定を受
け、生徒が自ら考え、自ら判断して行
動する生徒会活動を推進する中で、地
域と連携したボランティア活動を積極
的に取り組み、青少年赤十字の態度目
標を実践しています。

昭和27年に加盟して以来、青少年赤
十字活動は本校の伝統的な活動とし
て、親子三代にわたって受け継がれて
きました。今後も地域に根付いた活動
として取り組んでいきます。

青少年赤十字の精神に基づき、地域の
方々とのふれあいの中で主体的に生き
る力を育むことを目標に活動してきま
した。今後も受賞を励みに実践力向上
に努めたいと思います。

射水市立射北中学校

富山県立氷見高等学校

当グループが長年取り組んできた夏場
の献血協力・推進活動に対して表彰を
いただき、誠にありがとうございます。
当グループは今年創業100周年を迎え
ますが、社員一同力を合わせ、地域社
会のすべての人々の幸せと発展に貢献
できるよう努力して参ります。

昭和59年の結成以来、団員相互に協力
し合い、活動をしてきました。受賞の喜び
は、言葉に言い表せないほど感謝の思い
でいっぱいです。小矢部市内唯一の奉仕
団として、今後も地域に寄り添い、誇りを
もって活動を継続していく決意です。

創立30余年、地域での活動の広がり
を感じてきたところへの受賞に感謝し
ています。男性団員が仲間にいる特徴
を活かし、いつでも共助の行動がとれ
るよう研鑚を積んで参ります。

富山市立奥田中学校

品川グループ
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小矢部市赤十字奉仕団

庄川町赤十字奉仕団

人の役に立つことが大好きな向陵高生
と、青少年赤十字活動を応援してくだ
さる皆様やこれまで出会った方々から
頂いた「優しさと笑顔」をエネルギーに
して、今後もJRC活動を推進していき
たいと思います。

高岡向陵高等学校

一人一人の力は微々であるからこそ協
力し、身近な人と手をつなぎ、思いや
りの心の輪を次々と広げる、これが奉
仕団としての活動の原点だと思いま
す。「させていただける」の心をもっ
て活動しています。

舟橋村赤十字奉仕団

平成8年からは現在の場所で開院。富山県の地域性、患者さんのニーズ
を先見しながら、化学療法、がん治療、血管内治療、断らない救急など地
域のみなさまから選ばれる病院を目指します。
（※写真は平成29年撮影の病院）

富山赤十字病院は本年５月１日をもって、創立110周年を
迎えました。当病院は、明治37年開設の山田（現在の伊勢）、長
野、大津、台北、同38年の和歌山に次ぐ全国６番目の日本赤十
字社支部病院として明治40年に富山赤十字看護専門学校と
ともに総曲輪に創立されました。明治42年には東田地方、平
成８年には牛島本町に新築移転し、現在に至っています。激
動の時代、明治、大正、昭和、平成の４つの元号にわたって、長
き110年を乗り切ってこられたのは、地域の皆様のご支援の
賜物です。心より感謝申し上げます。
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