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平成26年度クロア・ルージュ祭

2014年クロア・ルージュ祭のテーマ　“Homies”

講演会部

講師︓川嶋 みどり⽒（本学名誉教授）
講演名︓⾃然治癒⼒を引き出す看護の⼒
川嶋みどり先⽣は、本学名誉教授であり2011年まで本学で教鞭を執られ、看護学部⻑も歴任されました。また、
2007年には第41回フローレンス・ナイチンゲール記章を受賞されるなど、看護において多⼤な功績を果たされ
ています。
今回の講演会では、⼈間本来が持つという⾃然治癒⼒を引き出す、看護の⼒についてお話していただきました。

若年認知症をご存知ですか︖社会とのつながり、就労への思いを込め⼿作りの作品を展⽰・販売しました。

キャンパスライフ

学⽣⽀援の基本⽅針

年間スケジュール（学部）

年間スケジュール（⼤学院）

学費、その他納付⾦

学⽣⽀援

ガイドライン

充実の学⽣⽣活

クラブ・サークル

⼤学祭

平成29年度クロア・ルージュ祭

平成28年度クロア・ルージュ祭

平成27年度クロア・ルージュ祭

平成26年度クロア・ルージュ祭

⾷べ物販売

後夜祭

キャンパスライフ

ホーム > キャンパスライフ > ⼤学祭 > 平成26年度クロア・ルージュ祭

アクセスマップ／問合せ先 対象者別 English 学内向けポータルサイト 在学⽣ 教職員

 

Joint

あとりえふぁんとむ

https://www.redcross.ac.jp/about
https://www.redcross.ac.jp/faculty
https://www.redcross.ac.jp/graduate
https://www.redcross.ac.jp/research
https://www.redcross.ac.jp/campus
https://www.redcross.ac.jp/cooperation
https://www.redcross.ac.jp/examination
https://www.redcross.ac.jp/campus
https://www.redcross.ac.jp/campus/policy
https://www.redcross.ac.jp/campus/schedule_faculty
https://www.redcross.ac.jp/campus/schedule_graduate
https://www.redcross.ac.jp/campus/expenses
https://www.redcross.ac.jp/campus/support
https://www.redcross.ac.jp/campus/guideline
https://www.redcross.ac.jp/campus/life
https://www.redcross.ac.jp/campus/club
https://www.redcross.ac.jp/campus/festival
https://www.redcross.ac.jp/campus/festival/2014_exhibition-3
https://www.redcross.ac.jp/campus/festival/2014_exhibition-2
https://www.redcross.ac.jp/campus/festival/2014_exhibition-1
https://www.redcross.ac.jp/campus/festival/2014_exhibition
https://www.redcross.ac.jp/campus/festival/2014_exhibition/2014_booth
https://www.redcross.ac.jp/campus/festival/2014_exhibition/2014_event
https://www.redcross.ac.jp/saitama
https://admission.redcross.ac.jp/news/?p=400
https://www.redcross.ac.jp/
https://www.redcross.ac.jp/campus
https://www.redcross.ac.jp/campus/festival
https://www.redcross.ac.jp/
https://www.redcross.ac.jp/about/access
https://www.redcross.ac.jp/user
https://www.redcross.ac.jp/english
https://portal-jrccn.redcross.ac.jp/portal/login/
https://www.redcross.ac.jp/student
https://www.redcross.ac.jp/staff
https://www.facebook.com/JRC.College.of.Nursing
http://accountpage.line.me/ecv0092v


受付
受付おつかれさまでした︕

献⾎
ご協⼒ありがとうございました︕

スタンプラリー
スタンプラリー楽しんでもらえましたか︖

けんけつちゃん
「献⾎」を多くの⼈に知ってもらい、参加してもらうために
［けんけつちゃん］に登場してもらいました。

EFCボランティアサークル
ボランティアで、医療ケアの必要な障害をもつお⼦さんとその
ご家族の⽀援をしています。普段の活動内容を展⽰しました。

NACEF
カンボジアの孤児院を訪れ健康診断や健康教育を⾏っていま
す。今年はその内容を映像で紹介しました。

1982年より障がい者共同作業所として中野区での活動を続けてきました。
⾰⼯芸、お菓⼦作り、公園清掃の作業を⾏っています。

おいしいお抹茶と和菓⼦でおもてなし。

受付・献⾎

スタンプラリー・けんけつちゃん

茶道サークル

EFCボランティアサークル・NACEF

学⽣⾃治会



オープンカレッジ部
来場された⽅に⾝体測定、⾎圧測定、インスタントシニアの体
験をしていただきました。

学術発表部
今⽇何を⾷べましたか︖栄養について考えました。

学⽣⾃治会のバザー。売上げは⽇本⾚⼗字社に寄付されます。

災害時に⼤切な命を守れるように⾃分がどう動いたらいいのか、もしもの時に備える活動をしています。⼼肺蘇
⽣法体験、傷病者メイクなどをおこないました。

進路相談を⾏いました。在校⽣とも話せる機会です。

精神障がいを持つ⼈々の憩いの場として⽂京区で活動を⾏っている団体です。
オーロラガラスのアクセサリー、七宝焼、ポストカードなどを販売しました

豊島区⽬⽩で活動をしています。箱作りや公園清掃などの作業、リサイクルショップの運営、⼿作り品などの製
作などを⾏っています。今回は⼿作り⼩物の販売の他、毎年好評のリサイクル⾐料の販売も引き続き⾏いまし
た。

SKV

オープンカレッジ部・学術発表部

学校紹介部

エナジーハウス

フレンド

おひさまの⽊



⽊とガラスでできた⼿作りアクセサリーを売っているすてきなお店です。

⼈気番組「ハモネプ」で優勝されたA-Zのボーカル、村上佳佑さんと札幌でギタリストとして活動されていた松
浦⿓さんからなるユニットDanさんをお招きしました。
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