
　高校1年生の娘が結構アニメ好きで、楽しさを共有するためにアニメ
を観て欲しいとせがまれ、観ているうちに私もいつのまにか、少しはまり
気味になってしまいました。

　私の推しは、「ハイキュー！！」と「弱虫ペダル」です。
　10月に開催される血液事業学会の会場は、偶然にも前述の「ハイキュー！！」
の舞台、仙台市です。それを娘に伝えると、代わりに聖地巡りをしてきて欲しいと
のこと。それはさすがに断りましたが、駅前のアニメショップで「ハイキューグッズ」を
お土産に買って帰ることを約束させられました。　　　　　　　　　（親バカ：U）

　7月30日（火）、夏休み期間中のこどもたちを
対象に、イオンモールKYOTOにて『Kids献血フェ

スタ』を開催しました。
　「献血の模擬体験コーナー」では、お子さんに採血ベッドに横になっていた
だき、看護師がどのように献血をするのかを採血装置を使いながら説明しま
した。他にも「献血クイズ」、「缶バッジ作製」、「ぬりえ」、「記念撮影」のコーナー
を設けました。
　こども達に人気のけんけつちゃんと、ご当地ヒーローの魔空京戦士サイド
ソウジャーも登場して会場は大いに盛り上がりました。
　イベントに参加していただいた皆様、開催にご協力いただいた皆様、本当
にありがとうございました。

献血の情報や日程は、こちらからご確認いただけます。
　　　　　　　　　　　　　　　 https://www.bs.jrc.or.jp/kk/kyoto/
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〈応募要項〉

①クイズの答え

②献血ingをどこでみまし
たか？

③献血ingへのご意見･
ご要望

④住所･氏名

〈宛　先〉

〒612－8451

京都市伏見区
中島北ノ口町26番地

京都府赤十字血液センター
「献血ing」係

応募〆切／令和2年1月19日（日）消印有効
前号の答え／6677
記念品／けんけつちゃんふせん

献血ルームのイベント紹介

献血ルーム京都駅前・伏見大手筋では、定期的にイベントを開催しています。
イベントの日程については、血液センターのHP・SNSでご確認をお願いいたします。

献血ルームでは、イベントを開催してくださる方を募集しています。詳細に
ついては、各献血ルームへお問い合わせください。

●当選者の発表は、記念品の発送をもってかえさせていただきます。
※プレゼント企画の応募等に関する個人情報は、記念品発送の目的
　以外に利用することはありません。

次の空欄に当てはまる言葉を答えてください。

広報誌「献血ing」が
創刊されたのは平成○年。
正解者の中から、抽選で10名様に記念品を差し上げます。

献血検定

初めての400mL献血大歓迎!初めての400mL献血大歓迎!

からから
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歳
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女性

歳
18

京都府赤十字血液センター公式アカウントの
フォロー、いいね、リツイート大歓迎です! 京都府赤十字血液センター

今 号 の 表 紙
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〈駐車場のご案内〉
①車専用
②車・バイク・自転車
③バイク・自転車専用

 献 血 受 付 　毎 日 （年末年始を除く）  献 血 受 付 　毎 日 （年末年始を除く） 献 血 受 付 　毎 日 （年末年始を除く）
10:00～12:00／13:00～18:00 （成分献血は17：00まで）

※土日祝の成分献血は16：00まで
10:00～12:00／13:00～18:00 （成分献血は17：00まで）

※土日祝の成分献血は16：00まで
10:00～12:00／13:00～18:00 （成分献血は17：00まで）

※土日祝の成分献血は16：00まで

特集
●平成で振り返る京都の献血
●献血協力団体【浄土真宗本願寺派（西本願寺）】

献血ingで知った献血の
ことを、ぜひ周りの人たち
にも広めてほしいっち。

●毎号勉強になります。
（伏見区 Kさん）

編集
後記

魔空京戦士「サイドソウジャー」の
詳細はこちら

●献血ルーム京都駅前●
・レザーバーニング（月2回）
・頭髪診断（月１回）

●献血ルーム伏見大手筋●
・ハンドマッサージ（月1～ 2回）



黒字：京都の献血
赤字：世の中の動き

【宗　名】浄土真宗 【宗　祖】親鸞聖人
【宗　派】浄土真宗本願寺派
【所在地】京都市下京区堀川通花屋町下ル

消費税始まる（税率3％）

献血ルーム伏見大手筋開設

濃厚赤血球「日赤」を赤血球M･A･P「日赤」に切り替え調製・供給開始
新幹線「のぞみ」運転開始

400mL献血数が200mL献血数を上回るようになる
プロサッカーリーグ「Ｊリーグ」開幕

関西国際空港開港

京都府赤十字血液センター広報誌「献血ing」創刊
「たまごっち」発売

放射線照射輸血用血液の供給開始
長野冬季五輪／ Microsoft「Windows 98」日本語版、アップル「iMac」発売

献血可能年齢の上限を64歳から、60歳から64歳の間に献血経験のある場合は69歳に延長
創設以来の献血者400万人達成
HBV、HCV，HIVのNAT（核酸増幅検査）開始

イチローメジャー移籍

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行
小惑星探査機「はやぶさ」打ち上げ

献血者の本人確認開始
輸入感染症対策に係る問診の強化により、海外から帰国(入国)後の採血禁止期間が
　3週間から4週間に延長
新紙幣発行「一万円札:福沢諭吉　五千円札:樋口一葉　千円札:野口英世」

京都府赤十字血液センター母体での献血受入業務終了
献血ルーム京都駅前開設
180日間貯留保管した新鮮凍結血漿の供給開始
クールビズ開始／「愛・地球博」万博開催

献血ルームでの問診票回答に、タッチパネル方式を導入
京都府赤十字血液センター複数回献血クラブ「献血Friends」運用開始
京都府福知山赤十字血液センター母体での献血受入業務終了
献血手帳から献血カードへ切替開始
Twitterサービス開始

全血献血の初流血除去及び保存前白血球除去開始

創設以来の献血者500万人達成
iPhone日本発売

小惑星探査機「はやぶさ」地球に帰還

東京スカイツリー開業

献血ルーム四条・京都駅前・伏見大手筋を毎日開設（年末年始除く）
マイナンバー制度導入

ポケモンGOが大ヒット

創設以来の献血者600万人達成
上野動物園でジャイアントパンダ「シャンシャン(香香)」誕生

京都府赤十字血液センターが東山区から伏見区に移転
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　本願寺は、浄土真宗本願寺派の本山です。正式には
龍谷山本願寺といい、一般には西本願寺とも呼ばれています。
　浄土真宗は、鎌倉時代の中頃に親鸞聖人によって開かれ
ました。
　境内には、阿弥陀堂、御影堂の両堂（国宝）をはじめ、
唐門や書院、飛雲閣などの国宝や経蔵、手水舎などの重要
文化財があり、1994（平成6）年12月には「古都京都の
文化財」として、「世界遺産」に登録されています。

　昭和53年から毎年2回献血にご協力いただいています。
　7月3日(水)に実施した献血では、予定数42名のところ受付68名(献血59名)と、
本当にたくさんの職員さんにご協力いただきました。

平成 で振り返る京都の献血

献血×浄土真宗本願寺派（西本願寺）献血×浄土真宗本願寺派（西本願寺）

浄土真宗本願寺派（西本願寺）献血協力団体紹介

浄土真宗本願寺派（西本願寺）　献血担当者　井上 真裕子さんからのメッセージ

職員の皆様からのメッセージ

　弊派においては、浄土真宗のみ教えを多くの方にお伝えするとともに様々な社会貢献
活動に取り組んでいます。その一つ献血実施の協力は、昭和48年頃に40名余りの者
が献血に協力したことがきっかけとなり始まりました。先輩方と同様に私自身も微力なが
ら毎回献血させていただいております。少しでも病気や怪我で血液を必要とされる方の
力となれるよう、今後も協力を続けてまいりたいと思います。
　本願寺はどなたでも自由にご参拝いただけますので、近くにお越しの際はぜひお立ち
寄りください。秋は大銀杏が見頃です！

皆様、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

　普段は府内225の浄土真宗本
願寺派のお寺を管理する仕事をし
ています。最初の献血のきっかけ
は大学で献血バスを見かけたこと。
　献血は、できる人が積極的に
やってくれたらいいなと思います。

佐々木 聖司さん（献血10回目）

　みなさんの力になれれば
と思い献血に来ましたが、
今回は血液の濃さが足りず、
ご協力できませんでした…
また挑戦します！

織田 朋希さん

　初めての献血でしたが、
担当の看護師さんが色々
と声をかけてくれたので楽
しかったです！

篠原 法樹さん（献血初回）
　先輩に誘われて初めて
の献血です！
　想像していたより怖くな
かったです！

久保 実乘さん（献血初回）
ご協力
ありがとう

ございますっち！


