
全国５１，０００人のボランティア救助員の活動を支えます。

　公益社団法人日本水難救済会が行う青い羽根募金の制度は、昭和２５年に
創設され、昨年７月に７０周年を迎えました。
　青い羽根募金活動は周年実施しておりますが、特に「海の日」を中心に７月か
ら８月までの２ヵ月間を「青い羽根募金強調期間」として、全国の道府県水難救
済会と協力し、積極的に青い羽根募金活動を行っております。
　しかしながら、令和２年度におきましては、新型コロナウイルス感染防止のため、街頭での募金活動がで
きない状況となっております。
　このような中、全国の多くの皆様方をはじめ海上保安庁、防衛省等関係省庁、地方自治体、企業、団体等
の皆様から青い羽根募金の趣旨へのご賛同と募金箱やインターネットを利用した暖かいご支援をいただ
きました。厚く御礼を申し上げます。
　今後も青い羽根募金の趣旨へのご賛同とご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。

　公益社団法人 日本水難救済会は、「青い羽根募金支援自販機」の全国的な普及
促進を図っております。
　令和２年１１月末現在、全国で合計６８８台が設置されています。
　なお、令和２年９月７日、公益社団法人北海道海難防止・水難救済センターでは、
あおみ建設株式会社の小樽作業所に新たに「青い羽根募金支援自販機」が設置さ
れましたので、ご紹介します。

　皆様のご支援により、令和２年４月から令和２年１1月までの間に、全国で累計５9，319，618円の
募金をいただきました（下図「青い羽根募金の月別実績額」参照）。

青い羽根募金活動レポート２０20

2019年以前に街頭で募金活動にご協力を頂いた海洋少年団の皆様など

あおみ建設株式会社小樽作業所に設置された
「青い羽根募金支援自販機」

　全国津々浦々で活躍する約51,000人の民間ボランティア救助員が、効果的かつ安全な海難救助を行なうた
めには、常日頃から組織的な訓練を行なうとともに、ライフジャケットやロープなど救助資器材の整備、救助船の燃
料などが必要となります。
　「青い羽根募金」は、公益社団法人日本水難救済会のホームページ（http://www.mrj.or.jp/index.html）
から「インターネット募金」をする方法や「青い羽根募金」口座に直接振り込む方法等のほか、清涼飲
料水を購入することにより、売上金の一部が自動的に「青い羽根募金」として寄附される「青い羽根
募金支援自販機」を利用する方法もあります。皆様方のご支援ご協力をお願いいたします。

青い羽根募金の月別実績額（全水難救済会）

青い羽根募金支援自販機の設置台数の推移
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ー令和2年度 青い羽根募金活動ー

ー「青い羽根募金支援自販機」の設置活動ー

ー令和２年度「青い羽根募金」の状況ー

　令和２年９月１８日、小樽海上保
安部において、小樽みなとライオン
ズクラブ中井会長及び小樽海上保
安部藤本部長より青い羽根募金に
寄附していただきました。
（公益社団法人北海道海難防止・水難
救済センター）

　７月２２日～８月27
日の間、千葉県庁庁
舎入り口に青い羽根
募金箱を設置しま
した。
（千葉県水難救済会）

写真左から公益社団法人北海道海難防止・
水難救済センター専務理事久保田八十夫氏、
小樽ライオンズクラブ会長中井義仁氏、小樽
海上保安部長藤本裕之氏
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　令和２年９月２７日午後２時３０分頃、男性
（７９歳）が仮屋湾内の防波堤で友人と釣りを
していたところ、風に煽られ海中転落した。
　海中転落した際、同防波堤で釣りをしてい
た北島政登さんは、付近に「佐賀県水難救済
会」が設置した救命浮環を事故者に渡し、防
波堤に設置している梯子まで引き寄せ、同様
に釣りをしていた進藤紀久子さんが息子の勇
志さんと大希さんを呼び、駆け付けた勇志さ
んらは梯子を下り男性を確保した。
　また、海中転落の救助作業に気付いた西
公子さんは自船で救助に向かい、勇志さんら
と転落した男性を船上に引き上げ、付近の桟
橋まで搬送し、午後２時５１分、駆けつけた救
急隊員に引継ぎ救助したもの。
■救助に貢献された方々
　北島政登さん、進藤紀久子さん、進藤勇志
　さん、進藤大希さん、西公子さん
■令和２年１１月１１日（水）唐津海上保安部
　長から人命救助に功績があったとして、感
　謝状が贈呈されました。

ー人命救助の概要ー

ライフリングプロジェクトとして、青い羽根募金等により設置した
「救命浮環」を利用して人命救助が行われました。

Topics（
投稿）

　佐賀県水難救済会は「青い羽根募金の収益等により、
地方自治体や漁業協同組合などからの設置要望を受け
て、佐賀県内の危険な水辺に「救命浮環」を順次設置して
いく「ライフリングプロジェクト（救命浮環設置事業）」を
平成２１年１０月から開始しています。
　この救命浮環は、毎年、設置数を増やしており、現在で
は佐賀県内１２７カ所に設置（ライフリング併設自販機も
含む）しています。
　このような事業を推進しているなかで、本年、９月２７日
に玄海町にある仮屋湾内の仮屋漁港付近において釣り
人の男性１名が海に転落した事故がありましたが、同人
の救助にあたり、佐賀県が設置した救命浮環を海中転落
した者に投げ、救助した事案がありました。
　今回、使用された仮屋漁港内の救命浮環は、平成２４
年３月にライフリングプロジェクトの一環として設置され
たものであり、佐賀県水難救済会の救命浮環を使用した
救助実績は、平成２１年の事業開始以降、平成２８年１２
月に唐津湾内で釣りをしていた高齢男性が海中転落した
際に使用されたたものに続き、今回で２回目の使用とな
ります。

海難救助に使用されたライフリング（救命浮環）

釣り人（男性）が転落した防波堤とライフリング

海難救助に使用されたライフリング（救命浮環）

ライフリング併設の自販機

ボランティアスピリットの継承のために

水難救済思想の普及活動レポート

　平成１３年度から全国の小中学校等で児童・生徒を対象に、「若者の水難救済ボランティア教室」を開催し、
講師の海上保安官やライフセーバーの皆さんから海での事故を防ぐための知識のほか、万一、自分や友達
等が海で遭難した時に助かる術と安全に助ける術を実地で教えていました。
　平成２９年度から名称を「海の安全教室｣に変更し、対象を子供たちだけでなく、教師や保護者をはじめ、地
元一般市民にまで拡大するとともに、指導内容も見直したうえで全国各地で展開しています。
　今年度は、新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで、開催することとしていました
が、多くの地域では開催が困難となっております。
　このため、今回、活動レポートは数少なくなっておりますが、今年度にこれまで開催され
た地方水難救済会の活動や参加した方々の感想を紹介いたします。

小学校教職員を対象に「海の安全教室」を実施

佐賀県水難救済会

唐津海上保安部巡視艇岸壁において唐津海上保安部職員の協力を得て小学校教諭を対象として佐賀県水難救済会が「海の安全教室」を開催

海 の 安 全 教 室

　令和２年７月２０日午後、唐津市唐津東港巡視船桟橋において、「海の安全教
室」を開催しました。小学校教職員６名が参加し、佐賀県水難救済会３名のほか
唐津海上保安部職員６名を講師に招き「海の安全ハンドブック」を配布するとと
もに、「海浜活動における安全に関する基礎的な知識」及び背浮き、自己救命策、
岸壁上への引揚げ手法など「自救技術及び他救技術」の習得について講義を
受けた後、希望者には、落水体験及び各種救命胴衣の効果確認を行いました。
　教室は、夏季マリンレジャーシーズンの到来前に、唐津市内の小中学校教師
を対象として「海の安全教室」を開催、広報することにより、教師への知識技能
の付与及び子供たちへのフィードバックによる自己救命確保の付与等により安
全啓発効果を高め、今夏の海難事故発生を減少させることを目的としたもので
あり、有意義な教室となりました。 救命胴衣の取扱いについて説明を受ける参加者

佐賀県水難救済会

仮屋湾
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輪投げゲームの感覚で救命浮環の投げ方を習得

小学生を対象に水難事故の予防等のための「海の安全教室」を実施
　令和２年１０月９日、強風のため、急遽、開催場所を唐津港東港まつかぜポンツーン付近岸璧から唐津海上保安部武道場内に
変更し、唐津市立北波多小学校１年生３９名に対して「海の安全教室」を開催しました。
　教室では、佐賀県水難救済会職員３名のほか唐津海上保安部職員６名が講師となり、「水難事故に遭遇した時の対処方法等」
や「自救技術及び他救技術」の展示を行い、海中転落者を発見した場合の対処方法をはじめ溺れた時の背浮きなど自己救命策
の説明を行うとともに、救命浮環を使用して輪投げゲームを実施、輪投げを通して投げ方を楽しく学び、ライフジャケットの着用
を体験しました。

小学校全学年を対象に「海の安全教室」を実施
　令和２年７月３日、霧島市立上小川小学校大プールにおいて児童２１２人
が参加して、高学年７４名、中学年６９名、低学年６９名の順に分けて「海の
安全教室」を開催しました。
　教室では、第十管区海上保安本部鹿児島航空基地の職員４名が講師と
なり、準備運動の後、プールの中を歩き水流を体験したのち、「着衣のみ」、
「靴あり」、「ペットボトルの利用」などそれぞれの状況で背浮きやバディに向
かって少し水の入ったペットボトルを投げる救助方法を体験しました。低学
年は雨が強くなったため、多目的教室で座学を受けた後、ペットボトルでの
救助方法を体験しました。
　なお、海の安全教室終了後、参加児童から海上保安庁のみなさんへお
礼の手紙が寄せられましたのでご紹介します。

児童クラブの児童を対象とした
「海の安全教室」を開催

大分県水難救済会

鹿児島県水難救済会

　令和２年８月１８日、山国川水防待機所及び山国川右岸周辺におい
て、沖代小学校区ひだまり児童クラブの児童24名に対し「海の安全教
室」を開催しました。大分県水難救済会　木ノ下勝矢事務局長が講師
となり、災害の話、水難と安全、水生生物観察、河畔自然探索、コロナ
ウイルス感染予防対策について講義を行いました。ライフジャケット、
ヘルメットを装着して川に入り、「浮いて待て」の体験や上流からの流
木やプラスチックごみの状況をについて学習しました。

簡易救命胴衣の着用体験

救命胴衣の
取扱いについて

釣り竿を使った
救助体験

ランドセルによる
浮き身の体験

●今年はコロナのために学校内での水泳指導がなかったため、今日の学びを今年の
　夏休みと来年からの指導につなげたいです。
●相手の命、自分の命をいかにして守るか、実体験を交えながら学ばせていただきました。
●海に近い学校で、子ども達に身近な海も時に命をうばってしまうということを自覚す
　ることができました。
●ライフジャケットの種類や落水した人への対応など、初めて知ることが多く、大変、
　為になった。子どもたちに伝えたいと思った。
●実際に海に入ってみて、予想以上に体に水が入ってくることや、ライフジャケットの
　有効性を知ることができました。
●水泳がない中、水の事故のことなどを改めて考えることができました。　

ぺっとぼとるのなげかたをおしえてくれてありがとうございます。かっこよかったで
す。またきてください。

今日は、いのちのためにきていただいてほんとうにありがとうございます。おかあさ
んとおとうさんにも言ときます。また３年生になったらお話をいっぱいききたいです。

わたしは、おばあちゃんたちと川で夏になるとあそびにいってながされたら今日おし
えてもらったことをつかってういてたすけをよんでもらえるように、ういてまつという
ことをしてみたいと思います。

水ぎだったらかるいからいいけどようふくは、水ぎのばいだから、うみのちかくでは人
をうみにおしたりしたらその人が死ぬかもしれないから海と川水が流れるところはふ
ざけてはいけない。

今日、おみやげとして「ういて待つ」をもって帰りました。服を着たまま水の中に入っ
たのは初めてだったので、ぬのがはだにくっついて、とても寒くて重かったです。これ
からは、今日の学習をわすれないで、もしもの時も落ち着いて行いたいです。

今日、学んだことをこれから生かしていこうと思います。これかの時期に、海、プール
に行くことが多くなると思うので気をつけたいです。

ライフジャケットとヘルメットを装着して
「浮いて待て」体験

講師の自己紹介と説明を受ける児童

1年生

2年生

３年生

4年生

5年生

6年生

背浮き体験「浮いて待て」を体験

参加した教職員からのアンケート調査結果

児童からのお礼の手紙（抜粋）
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