献血バスも

け ん け つ い んぐ

プレゼント企画

が可能です！
献血Web会員サービス「ラブラッド」から

献血検定

予約のできる献血会場が増えました!!

2021.4.20

混雑を避けて、スムーズに献血に
ご協力いただくため、ぜひご予約をお願いいたします。

次の空欄に当てはまる言葉を答えてください。

※Web 予約の受付は前日の 17 時まで

「京都学推」は
〇〇〇〇〇〇〇〇〇協議会
の略称である。

献血 予約

正解者の中から、抽選で 10 名様に記念品を差し上げます。

！ けんけつちゃん
！
突撃
突撃！
けんけつちゃん！

京 都 府 赤 十 字 血 液 セ ン タ ー の 公 式 Twitter・
Instagramには、けんけつちゃんによる献血バス・
献血ルームの案内、血液の供給準備の紹介動画
「突撃！けんけつちゃん！」を掲載しています！
写真ではお伝えしきれないことを動画にして、
お伝えできればと思います。
ぜひ、チェックしてみてください♪

〈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

令和3年4月20日発行

特集

）を
京都学推（
知っていますか？
京都府学生
献血推進協議会

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3年7月20日
（火）消印有効
前号の答え／ユートン
今号の記念品／けんけつちゃんシール

おたより紹介

フォローをお願いしますっち！
Twitter、Facebook、
Instagramの
●Instagram もあることを
公式アカウン
トがあるっち。
初めて知りました。
（右京区 Nさん）

今回特集した京都学推は、かつて私が会長を務めた団体でも
あります。学生時代の楽しかった思い出を振り返りながら編集しました。
学推で経験する４年間はとても濃く、普通の学生では経験でき
ない大人の世界をちょびっと体験することができます。
現在は、コロナ禍で思うように活動ができず、歯がゆい思いをされている
かもしれませんが、今できる方法で前向きに活動してほしいと思います。
後輩たち、明るく、楽しく、学生らしく、頑張ってね♥ （子龍の飼い主）

編集
後記

献血ルーム四条

0120-640-388
富小路六角
P

から

0120-569-356

0120-731-350

京阪京都ビル6F

若由ビル1F
酒井さんP

自転車・
バイク

みずほ
銀行

イオン
麩屋町通

富小路通

柳馬場通

堺町通

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

18 歳

献血ルーム伏見大手筋

ヨドバシカメラ

自転車・
バイク

17 歳

女性

献血ルーム京都駅前

交番・免許センター

四 条 通

四条 SET ビル
5F

初めての 400mL 献血大歓迎 !

中信

自転車・
バイク

パーク
富小路

●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。

男性

J R・地 下 鉄・近 鉄

京都駅

八条通

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） 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

※土日祝の成分献血は16：00まで

※最寄りの交通機関をご利用ください。

献血の情報や日程は、こちらからご確認いただけます。
京都献血

で 検索

編集・発行

https://www.bs.jrc.or.jp/kk/kyoto/

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 〒612-8451 京都市伏見区中島北ノ口町26番地 TEL.075-603-8800㈹ FAX.075-603-8808
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京都府赤十字血液センター

京都学推（京都府学生献血推進協議会）を知っていますか？
京都学推（京都府学生献血推進協議会）って？
京都学推は、京都府で活動している学生献血推進ボランティア団体です。学生献血推進ボランティアは、
全国 47 都道府県にある、大学生・大学院生・専門学校生等で構成される組織です。「明るく、楽しく、
学生らしく」「学生の手で献血の輪を広げていこう」をモットーに、特に同世代の若い人たちに対して
献血の重要性を伝える活動を行っています。
北海道ブロック

組織図
全国学生
献血推進
実行委員会

東北ブロック
関東甲信越ブロック
東海北陸ブロック

近畿ブロック
中四国ブロック
九州ブロック

どんな活動をしているの？
令和２年度はコロナ禍であったことから、８月まではキャンペーンの実施を控えて例年開催している合宿等は中止し、
会議はリモートで行っていました。9 月以降は感染症対策をしっかり行ったうえで、例年どおりの活動を実施しました。
京都学推の活動は、京都桃山ライオンズクラブ様、京都洛東ライオンズクラブ様、京都醍醐ライオンズクラブ様、
京都むらさきライオンズクラブ様にご支援いただいています。

滋賀学推

京都学推
大阪学推

献血キャンペーン …………………………………………………………………………
月に１回程度、献血ルームや献血バスで献血を呼びかけるキャンペーンを実施しています。

令和２年度に実施したキャンペーン
◆ 9月27日（日） 「秋の大キャンペーン ～ともにつなごう “命のリレー” ～」

兵庫学推

◆11月 1日（日） 「ハロウィンキャンペーン ～１日から 11( いい ) ことしちゃおう！～」

奈良学推

◆12月19日（土） 「クリスマスキャンペーン ～あなたがサンタさん one action で救える命～」

和歌山学推

◆ 2月13日（土） 「バレンタインキャンペーン ～愛をちょこっと献血で～」
◆ 3月 7日（日）

近畿統一キャンペーン

イベント・その他 …………………………………………………………
春と夏に合宿があります。

京都学推のメンバー構成は？

他にも、近畿の学推や全国の学推と交流したり、一緒にキャンペーンの企画を考えたりもして
います。京都学生祭典にも毎年出店しています。

京都府内の大学・大学院・専門学校等に通う学生で構成
されています！ 他府県の学校に通っていても京都府在住で
あれば加入できます。
他府県の学推と比べて会員人数は多くないですが、ひとり

定例会 ………………………………………………………………………
主にキャンペーンの企画・準備を行っています。また、献血についての勉強会も開いています。

開催日時：月２～３回、木曜日 19:00 ～ 20:30

ひとりの献血やボランティア活動に対する想いが強いです。

入会のきっかけはさまざま！
献 血 に 興 味 を持って入 会

場所：京都府赤十字血液センターボランティア室

現メンバーの入会のきっかけは？

した人もいれば、献血のことは知らないけれど、ボランティア活動をしてみたかった人、中には定例会
のおやつを楽しみに入会した人も？！
献血の知識は問いません。学生の皆さん、あなたの興味ややる気を待っています！

活動のやりがいを感じるのはどんなとき？
自分たちの呼びかけで献血に足を運んでくださった方がいたときです！
また、キャンペーン中に通りすがりの方や輸血経験のある方が「ありがとう！」
と声をかけてくださることもあり、やりがいを感じる機会は多々あります。

令和２年度京都学推会長
谷水優佳さんからのメッセージ

公式 SNS アカウント
Twitter・Instagram で献血や京都学推に関する情報

学 業 やアル バイトで 忙しい中、ボランティア活 動を

を発信しています。

続けることは簡単なことではありません。しかし、私たち

また、京都学推は、いっしょに活動してくださる学生さん

学生献血推進協議会の活動は、輸血を必要としてい

を募集中です！活動の見学や質問等の連絡は DM に

る方の命を救える活動です。

て受け付けています！

学生の間から人の命に関わるこうした活動に携わるこ
とができたことを私は誇りに思っています。これからも
「誰かのヒーロー」になれるよう、京都学推一同、精
一杯活動していきます！

@kyoto-gakusui
@kyoto-gakusui

