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献血プラザかもいけクロス
TEL 099-257-3141

献血ルーム・天文館
TEL 099-222-6511

  9：00～12：00（成分献血 11：30）

13：00～17：00（成分献血 16：30）

木曜日（年末年始除く）

あり

〈受付時間〉

〈 定 休 日 〉

〈 駐 車 場 〉

献血場所の案内をしています
・MBCラジオ（8：50/11：50）
・ミューFM（16時台）

・シティFM（17：37）
・南日本新聞

ホームページでもお知らせしています
鹿児島の献血に関する情報など
PCモバイル共通→http://www.bc9.org

  9：30～13：00（成分献血 12：00）
14：00～17：30（成分献血 17：00）
金曜日（年末年始除く）
中央公園地下セラ 602（駐車券配布）
リバティ立体駐車場（駐車券配布）
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ご案内
お知らせ

鹿児島県赤十字血液センター
〒890-0064　鹿児島市鴨池新町1番5号
TEL.099-257-3141  FAX.099-257-3144

〝献血プラザかもいけクロス〟のご紹介
鹿児島県庁前の「献血プラザかもいけクロス」でも献血できるのをご存知ですか。

当プラザで癒しの空間を感じながら献血してみませんか。

献血 ＆Q A
Q. 空腹のとき献血できないのはなぜですか？

　これらを予防するために、献血前の食事と献血前後の水分
補給をお願いしています。
　

成分献血について、ぼんやり
としか理解していなかったた
め尋ねたところ、とても丁寧
に説明していただきました。
ありがとうございました。

日曜日の開所は非常に有難いです。少しで
も知らない方に知れ渡り、献血者が増える
ことを願います。

献血
らくがき帳

A.空腹や脱水の状態で献血をすると、めまいや気分不良
 などが起こりやすくなりますので、空腹状態や二食抜き
 のとき、献血をお断りすることがあります。

今日は家族で献血に来ました。小学生の娘が
「献血しているところを見たい」と言ったので
採血室に一緒に入りました。
担当の看護師さんが献血後の血液の流れ等、
丁寧にお話ししてくださり、娘も嬉しそうでし
た。ありがとうございました。

エビオネット鹿児島
Summer／Autumn

ネット

※年末年始（12/29～1/3）の開所については、ホームページ等でお知らせします。



～献血ありがとう～

いのちをつなぐ友の会
「献血ありがとう」

「この血液は、宮崎の方が献血してくださったものですね。」と優しく話される看
護師さんの声で、私は目が覚めました。数年前の秋、手術をしたときの事です。
回復室のベッドで横になり、下から見上げた輸血用血液製剤のバッグ。その一

滴一滴が、窓から差し込む朝日に、キラキラを光り輝いて見えました。そして、そ
れは神様が私にくれた魔法のプレゼントに思えました。献血は、会った事もない、
多分これからも会う事のない方々から頂いたどんな物にも代えられない、善意の
つまった最高の贈り物だと思います。私は、全ての方々に、「ありがとう」と言いた
い気持ちでした。そして、感謝の想いと傷の痛みとが重なり、自然と涙がポロポロ
出てきました。
今、おかげ様で多くの方々に支えられて、健康になりました。これからは、健康

に感謝しながら、自分に出来る事から、少しずつ恩返しをしていけたらと思いま
す。献血はできませんが、自分の輸血の経験を通して、献血の大切さ
や私のように献血で助かる命がたくさんあることなどを皆さんに伝え
るお手伝いを微力ながらしていきたいと思います。
  松田 温子さん（鹿児島県）

本誌へのご意見、ご感想をご記入いただいたクイズ正解者の中から抽選で毎月15名
（月末締切）に粗品を差し上げます。発表は発送をもってかえさせていただきます。
〈応募方法〉ハガキに住所、氏名、年齢、クイズの回答、本紙へのご意見等をご記入のうえ、
 〒890-0064鹿児島市鴨池新町1番5号　鹿児島県赤十字血液センターあてご郵送ください。
〈締め切り〉平成29年12月31日消印有効

まちが絵さがしまちが絵さがし絵
？？ いくつ間違いがあるか探してっち♪

間違いの数はいくつでしょうか？ 1コ、2コ、
3コの中から選んで回答ください。

計成分400ｍL200ｍL計成分400ｍL200ｍL

（名） （本）

10代、20代の若い方の献血が減少しており、この20年で1/3以下になって
います。44,360名（平成8年）→12,504名（平成28年）

平成28年度
献血者数及び
血液供給数
統計報告

平成28年度は延べ60,663名
の方にご協力いただきました。
ありがとうございました。
今後も、定期的な献血にご協
力をお願いいたします。
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献血者数 医療機関への血液供給数

平成28年度 60,663名 平成28年度 67,244本

学校法人 川島学園
鹿児島工学院専門学校（鹿児島市）
　川島学園として100年以上の歴史を持つ鹿児島実業高校が母体の
工学系の専門学校です。本校としては45年以上の歴史があり、自動
車・電気・建築すべての学科で国家資格を取得し、5,700人以上の卒業
生が各業界で活躍しています。

日本特殊陶業株式会社
鹿児島宮之城工場（さつま町）
弊工場は、スパークプラグで4割近いシェアを持つ、日本特
殊陶業（名古屋市）の国内4工場のひとつになります。スパーク
プラグを月産約2,700万個生産し、単一工場としては世界一の
生産量を誇っております。
1974年に従業員約90人体制で操業を開始し、その後増産・
増設を行い、現在、約760人で生産を行っており、安全衛生・環
境活動は元より、品質方針として『「お客様第一」「総員参加」
「たえまなき改善」につとめ社会に良品を提供し続けます』を掲
げ、日々活動に取り組んでおります。

わ献血の

来年からは、1級自動車工学科が
新設されます。皆さんも一度見学
にいかがですか。

今後も、地域との共存共栄を図り、「ナンバーワンかつオンリー
ワンのものづくり」を目指し、変革と挑戦を続けてまいります。
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※年末年始（12/29～1/3）の開所については、ホームページ等でお知らせします。


