
大阪府赤十字血液センター

　小さな子どもと一緒のお出かけは目
が離せない、荷物が多いし大変…。「献
血にご協力を！」と言われても、自分の時
間を作るだけでも大変なのに、献血なん
て考えられませんよね。そんな時、あべ
の献血ルームKiZooNaで実施している
「お子様見守りサービス」、なかなかいい
アイデアだと思いませんか。お子様を見
守ってくれるのは幼児安全法を講習し
たボランティアの皆さんです。子育て世
代の方々にも安心
して「命を救うボラ
ンティア」献血にご
協力いただけます。

下記にあるそれぞれのヒントをもとに、タテ、ヨコのマスの1～10に入る言葉を導き
出してください。ヒントを参考に、A～Hに入った文字を並べ替えると皆さんもよく
ご存じの言葉があらわれます。

平成29年 3月31日 当日消印有効

プレゼント

編集後記

答え.
（カタカナで）

●タテ
① 節分は
 　「○○○○○、福は内」

③ こどもたちが雪で作る
 　○○○○○

⑤ 刑法に対して
 　○○○○

⑥ 秋刀魚と書いて
 　○○○

⑦ ○○○の勝手でしょ。

●ヨコ
② 小さな鳥は ○○○

④ クリスマスツリーに
　 使う木は
　 ○○○○

⑥ ○○○することに
　 意義がある。

⑧ ネズミは英語で
　 ○○○
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4D 5E

6F 7
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ク ロ ス ワ ー ド

クイズに
答えて

プレゼントを
ゲット！！

●けんけつちゃんと近畿ご当地けんけつちゃん携帯ストラップセット

正解者の中から抽選で20名様に記念品をプレゼントします。
さらにその中の1名様にオリジナルストラップ7本セットを進呈します。

抽選でグッズを
プレゼント！
抽選でグッズを
プレゼント！
●けんけつちゃんボールペン

●ふくろオープナー
　＆保存ストッパー

●ナースキティ爪磨き

ハガキに「クロスワード」の解答をご記
入ください。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。皆さまからいた
だいたご意見などは広報に活用させていただくこと
がありますので、ご了承ください。

応募締切

応募方法

※プレゼントにご応募いただいた際の個人情報は、上記の
他、プレゼントの発送以外には使用いたしません。

※住所は不要です。
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①プレゼントクイズの答え

②住所、氏名、年齢、
　性別、職業

③このパンフレットを
　 受けとった場所

このパンフレットの
ご感想・その他ご意見
など

「けんけつE倶楽部」では、メールで情報
発信を行い、継続した献血へのご協力を
いただくための会員を募集しています。
携帯から▶abo@kenketsu.jp

　　　　▶ https://www.kenketsu.jp/

abo@kenketsu.jpか上のQRコードを読みとった
アドレスへ空メールを送ってください。後から送ら
れてくる返信メールのガイダンスに従ってご登録を
お願いします。ドメイン指定をされている方は、
kenketsu.jpの設定を行ってから登録してください。

「けんけつＥ倶楽部」
会員募集中!!

複数回献血クラブ

携帯からの
ご登録は
こちら

おしらせ

http://wanonaka.jp/

携帯電話からは
こちらへ▶

http://wanonaka.jp/mobile/
URL

URL

【お問い合わせ先】

大阪府赤十字血液センター登録課

06-6962-7710
（平日9：00～17：30）

大阪府内の献血場所については
下記のサイトでご紹介しています。

スマホ・
パソコンから

鶏の手羽元を丸ごと使い
中華スープで煮込んだ参鶏湯風のお粥。
しょうがをたっぷり効かせて香り良く。

鮭と手羽元の中華粥

1. フライパンにサラダ油大さじ１で、しょうがと鶏の手羽元を炒めます。
2. 皮に焦げ目がついたら手羽元を取り出し、
　 続けて鮭とほうれん草を炒めます。
3. 鍋に中華スープを入れて火にかけ、しょうがと手羽元を入れて煮込みます。
4. しょうゆ、塩、酒で味を整え、ごはんを加えてさらに煮込みます。
5. 器に入れて、鮭とほうれん草を盛り付けます。

材料（1人分）

作り方

鮭には必須脂肪酸のひとつで血液サラサラ成分として知られるＤHＡやEPＡが含まれており、
生活習慣病の予防に役立つといわれます。

栄養メモ
〈鮭〉

・鶏の手羽元 ･････････････ 1本
・鮭 ･････････････････ 1/2切れ
・ほうれん草 ･････････････ 2束
・しょうが（みじん切り）･･･ 10g

・ごはん ･･････  茶碗一杯分
・中華スープ ･･･････ 250cc
・醤油、塩、酒など

おちゃのこ菜々
さいさい

おちゃのこ菜々
さいさい

健 康 レ シ ピ
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大阪府赤十字血液センター
公式Facebookを
開始しました

大阪府赤十字血液センター

Ｔｏｐｉｃｓ

「大阪エヴェッサ」と
　　　 コラボレーション

けんけつちゃんの
献血リポート

あべの献血ルームKiZooNa
『お子様見守りサービス』
やってます！

マンガで
 わかる！！

ひろがれ　献血の輪！
FM OSAKA85.1
『～よしもとラジオ高校～ らじこー』
●プレゼントコーナー

●健康レシピ おちゃのこ菜々
 『鮭と手羽元の中華粥』

さいさい

●血液センターからのおしらせ
●編集後記

○○○○○○○○サービス子ども連れで献血する方に

サムゲタン

https://www.facebook.com/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E8%B5%A4%E5%8D%81%E5%AD%97%E8%A1%80%E6%B6%B2%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC-911604765583572/
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Topics

大阪府赤十字血液センターからの情報や、
血液にまつわる意外なお話をご紹介していきます。

大阪府赤十字血液センターからの情報や、
血液にまつわる意外なお話をご紹介していきます。Topics

ひろがれ
献血の輪！

子供のころからプロを夢見ていた合田
選手。
バスケが楽しい！と気さくに話していた
だきました。
大阪エヴェッサは若い選手が多く、関
西弁でしゃべりやすく雰囲気もとても
明るいとのこと。夏はサーフィン、冬は

バスケットボール、普段はウェイトトレーニングで体を鍛えて
いるそう。夢を尋ねると「この（プロの）世界に入ったことで夢
は叶った！」と即答（かっこいい～）。次なる夢は「B.LEAGUE
一番の選手になりたい！」と熱い闘志を燃やしていました。

献血は大事なことですが一人では行きづらかったので、まだ献
血をしてないけど、献血の現状、若い方の参加が減っているこ
とを知りました。今度オフシーズンには是非献血に行きます！
大阪エヴェッサを観たら献血へ、献血へ行ったら大阪エヴェッ
サを観に行こう！
みなさんも買い物や遊びに行った際はぜひ献血をしてくだ
さい。

中学2年生からバスケットボールを始
め、bjリーグ時代では（B.LEAGUEの
前身）史上最年少出場・最年少得点記
録更新（17歳11カ月）。スポーツ万能の
橋本選手は小学校の時、全国準優勝を
した野球少年だったそうです。
大阪エヴェッサは環境が充実しチーム

メイトはとても仲が良く、5人の大阪出身選手が在籍。今シー
ズンの琉球戦、ブースター（ファン）の地響きのような応援の中
プレーできたことが印象的で「チャンピオンシップの舞台に立
ちたい」と夢を語っていただきました。

毎日輸血を必要としている患者さんがいる中で、あなたの少
しの気持ちが患者さんを助けることにもなるし、自分にとって
も輸血が必要になるかもしれないので献血は必要です。
これまでは献血をしたらしばらく体を動かせないのではない
かと不安でしたが、事前検査もして基準を満たした方からしか
採血をしないので400mL献血をしても大丈夫！って知れば行
こうと思いました。みなさんも安心して献血に参加しましょう！

016年秋に開幕した日本の男子プロバ
スケットボールリーグ「B.LEAGUE」。

この新リーグに所属している大阪のチー
ム「大阪エヴェッサ」から、「大阪府赤十
字血液センター」にお話をいただき、コ
ラボレーションが実現！その第1弾として
ポスターで献血を広める活動に、ご協力
をいただくこととなりました。

大阪エヴェッサの選手、スタッフの皆さま、献血を広
める活動にご協力をいただきありがとうございます。
輸血を必要としている患者さんの大きな力となりま
すよう今後とも献血へのご理解とご協力をよろしく
お願いいたします。

大阪エヴェッサで活躍している大阪出身選手にインタビューにもご協力いただきました。

2005年に設立。大阪市を本拠地とするプロバ
スケットボールチーム。名前の由来は七福神の一
人で商売繁盛の神である「戎様…えべっさん」か
ら。人情・笑い・商売の街大阪を活気づける存
在であるという願いが込められています。

守谷日和さんからの
メッセージ

「大阪エヴェッサ」とは？

≪ファンへのメッセージ≫ ≪ファンへのメッセージ≫

合田 怜 選手（23）
ごうだ　  れい 身長：182㎝　出身：東住吉区

ポジション：ポイントガード

西村　剛
アスレティックトレーナー

にしむら　  　つよし

献血回数25回
いつもは西梅田献血ルームで献血
しています！

献血は思っていたより簡
単で、しかも短い時間で
誰かの役に立てます。ま
だ献血経験が無いみな
さん！ぜひ、最初の一歩
を踏み出して誰かの役に
立って下さい！

よしもとクリエイティブ・エージェンシ
ーの守谷日和さん（NSC26期生
のピン芸人）が関西大学の献血会
場で初めて献血をされました。
取材の前日、ある出来事があり傷
心だった守谷日和さん。初めての
献血をきっかけに新しい一歩を踏
み出していただけそうです。さて、こ
の話の詳細は平成29年1月31日
（火）放送の番組内コーナー「愛で
す！Circle」でお楽しみ下さい！

2

身長：188㎝　出身：阿倍野区
ポジション：シューティングガード橋本 拓哉 選手（22）

はしもと　　たくや

FM OSAKA85.1『～よしもとラジオ高校～らじこー』毎週月曜日～木曜日 21：00～21：55
※毎週火曜日は番組内のコーナー「愛です！Circle」（21：37頃から）で、献血の情報をお知らせしています。

「大阪エヴェッサ」と
コラボレーション

もりや　　びより

もりや　　びより

もりや　　びより

けんけつちゃんの献血リポート
あべの献血ルームKiZooNa
「お子様見守りサービス」やってます！

けんけつちゃん Dr.ブラッド

優しそうな方たち
で安心ね

小さな子どもが
たくさん
いるっち！ 何をしているん

じゃろう？

こんにちは！
何をされてるん
ですか？

今日は
「お子様見守りサービス」※１
の日なんです

献血中のお母さんや
お父さんに代わって
お子様を見守って
いるんですよ

失礼じゃが、
あなた方は？

私たちは日本赤十字社大阪府支部に
登録している
「子育て支援ボランティア」なんです

私たちは「幼児安全法」という
講習も受講したんですよ

※2 全国では東京と大阪の２カ所のみ

※１ 対象児童：6カ月～ 5歳児まで

楽しく安全に
お子様を
見守ります※2

みんな
とっても
楽しそうっち！

いいなー
いいなー

献血ルームで
楽しい思い出を
たくさん作って
もらいたいわね

そして子どもたちが将来
大きくなって献血に来てくれたら
嬉しいのう

未来を担う子どもたちを
社会で大切にしなければ
ならない今、実に
ナウなサービスじゃ

ナウ？
ナウ？！

こんな便利なサービスが
あるなら早く知りたかった！

そうじゃ
のう…

「お子様見守りサービス」の
詳しい情報は大阪府赤十字
血液センターホームページで！
http://www.wanonaka.jp/
abeno/event.html（パソコン用）
電話でのお問い合わせ：
0120-366759
（あべの献血ルームKiZooNa)
大阪では平成28年 2月からあべ
の献血ルームKiZooNaで実施し
ておるのじゃ。

Dr. ブラッドの

ひとくちメモ
こ、子どもじゃ
ないっち！
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お子様を見守って
いるんですよ

失礼じゃが、
あなた方は？

私たちは日本赤十字社大阪府支部に
登録している
「子育て支援ボランティア」なんです

私たちは「幼児安全法」という
講習も受講したんですよ

※2 全国では東京と大阪の２カ所のみ

※１ 対象児童：6カ月～ 5歳児まで

楽しく安全に
お子様を
見守ります※2

みんな
とっても
楽しそうっち！

いいなー
いいなー

献血ルームで
楽しい思い出を
たくさん作って
もらいたいわね

そして子どもたちが将来
大きくなって献血に来てくれたら
嬉しいのう

未来を担う子どもたちを
社会で大切にしなければ
ならない今、実に
ナウなサービスじゃ

ナウ？
ナウ？！

こんな便利なサービスが
あるなら早く知りたかった！

そうじゃ
のう…

「お子様見守りサービス」の
詳しい情報は大阪府赤十字
血液センターホームページで！
http://www.wanonaka.jp/
abeno/event.html（パソコン用）
電話でのお問い合わせ：
0120-366759
（あべの献血ルームKiZooNa)
大阪では平成28年 2月からあべ
の献血ルームKiZooNaで実施し
ておるのじゃ。

Dr. ブラッドの

ひとくちメモ
こ、子どもじゃ
ないっち！

http://wanonaka.jp/abeno/event.html
http://www.fmosaka.net/_sites/16782405


大阪府赤十字血液センター

　小さな子どもと一緒のお出かけは目
が離せない、荷物が多いし大変…。「献
血にご協力を！」と言われても、自分の時
間を作るだけでも大変なのに、献血なん
て考えられませんよね。そんな時、あべ
の献血ルームKiZooNaで実施している
「お子様見守りサービス」、なかなかいい
アイデアだと思いませんか。お子様を見
守ってくれるのは幼児安全法を講習し
たボランティアの皆さんです。子育て世
代の方々にも安心
して「命を救うボラ
ンティア」献血にご
協力いただけます。

下記にあるそれぞれのヒントをもとに、タテ、ヨコのマスの1～10に入る言葉を導き
出してください。ヒントを参考に、A～Hに入った文字を並べ替えると皆さんもよく
ご存じの言葉があらわれます。

平成29年 3月31日 当日消印有効

プレゼント

編集後記

答え.
（カタカナで）

●タテ
① 節分は
 　「○○○○○、福は内」

③ こどもたちが雪で作る
 　○○○○○

⑤ 刑法に対して
 　○○○○

⑥ 秋刀魚と書いて
 　○○○

⑦ ○○○の勝手でしょ。

●ヨコ
② 小さな鳥は ○○○

④ クリスマスツリーに
　 使う木は
　 ○○○○

⑥ ○○○することに
　 意義がある。

⑧ ネズミは英語で
　 ○○○

1A 2B C 3

4D 5E

6F 7

8G H

ク ロ ス ワ ー ド

クイズに
答えて

プレゼントを
ゲット！！

●けんけつちゃんと近畿ご当地けんけつちゃん携帯ストラップセット

正解者の中から抽選で20名様に記念品をプレゼントします。
さらにその中の1名様にオリジナルストラップ7本セットを進呈します。

抽選でグッズを
プレゼント！
抽選でグッズを
プレゼント！
●けんけつちゃんボールペン

●ふくろオープナー
　＆保存ストッパー

●ナースキティ爪磨き

ハガキに「クロスワード」の解答をご記
入ください。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。皆さまからいた
だいたご意見などは広報に活用させていただくこと
がありますので、ご了承ください。

応募締切

応募方法

※プレゼントにご応募いただいた際の個人情報は、上記の
他、プレゼントの発送以外には使用いたしません。

※住所は不要です。

〒536-8505
大
阪
府
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　        

推
進
課

①プレゼントクイズの答え

②住所、氏名、年齢、
　性別、職業

③このパンフレットを
　 受けとった場所

このパンフレットの
ご感想・その他ご意見
など

「けんけつE倶楽部」では、メールで情報
発信を行い、継続した献血へのご協力を
いただくための会員を募集しています。
携帯から▶abo@kenketsu.jp

　　　　▶ https://www.kenketsu.jp/

abo@kenketsu.jpか上のQRコードを読みとった
アドレスへ空メールを送ってください。後から送ら
れてくる返信メールのガイダンスに従ってご登録を
お願いします。ドメイン指定をされている方は、
kenketsu.jpの設定を行ってから登録してください。

「けんけつＥ倶楽部」
会員募集中!!

複数回献血クラブ

携帯からの
ご登録は
こちら

おしらせ

http://wanonaka.jp/

携帯電話からは
こちらへ▶

http://wanonaka.jp/mobile/
URL

URL

【お問い合わせ先】

大阪府赤十字血液センター登録課

06-6962-7710
（平日9：00～17：30）

大阪府内の献血場所については
下記のサイトでご紹介しています。

スマホ・
パソコンから

鶏の手羽元を丸ごと使い
中華スープで煮込んだ参鶏湯風のお粥。
しょうがをたっぷり効かせて香り良く。

鮭と手羽元の中華粥

1. フライパンにサラダ油大さじ１で、しょうがと鶏の手羽元を炒めます。
2. 皮に焦げ目がついたら手羽元を取り出し、
　 続けて鮭とほうれん草を炒めます。
3. 鍋に中華スープを入れて火にかけ、しょうがと手羽元を入れて煮込みます。
4. しょうゆ、塩、酒で味を整え、ごはんを加えてさらに煮込みます。
5. 器に入れて、鮭とほうれん草を盛り付けます。

材料（1人分）

作り方

鮭には必須脂肪酸のひとつで血液サラサラ成分として知られるＤHＡやEPＡが含まれており、
生活習慣病の予防に役立つといわれます。

栄養メモ
〈鮭〉

・鶏の手羽元 ･････････････ 1本
・鮭 ･････････････････ 1/2切れ
・ほうれん草 ･････････････ 2束
・しょうが（みじん切り）･･･ 10g

・ごはん ･･････  茶碗一杯分
・中華スープ ･･･････ 250cc
・醤油、塩、酒など

おちゃのこ菜々
さいさい

おちゃのこ菜々
さいさい

健 康 レ シ ピ

血液センターニュース
Winter
2017

vol.290

大阪府赤十字血液センター
公式Facebookを
開始しました

大阪府赤十字血液センター

Ｔｏｐｉｃｓ

「大阪エヴェッサ」と
　　　 コラボレーション

けんけつちゃんの
献血リポート

あべの献血ルームKiZooNa
『お子様見守りサービス』
やってます！

マンガで
 わかる！！

ひろがれ　献血の輪！
FM OSAKA85.1
『～よしもとラジオ高校～ らじこー』
●プレゼントコーナー

●健康レシピ おちゃのこ菜々
 『鮭と手羽元の中華粥』

さいさい

●血液センターからのおしらせ
●編集後記

○○○○○○○○サービス子ども連れで献血する方に

サムゲタン

https://www.kenketsu.jp/
http://wanonaka.jp/
http://wanonaka.jp/mobile/

