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Topics

ひろがれ
献血の輪！

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

　第11回「赤十字・いのちと献血俳句コンテスト」（主催：日本赤十字
社）の伝達式が1月6日、大阪府赤十字血液センターで行われました。
　コンテストは、俳句を通じて命の尊さや献血への理解を広げていく
ことを目的に平成18年にスタート。今回は幅広い年代の方から約
24万句の作品が寄せられました。
　伝達式では、大阪府内で応募された方の中から「大阪府赤十字
血液センター所長賞」1作品と入選3作品、また団体応募の中で積
極的に参加していただいた小学校・中学校・高等学校の3部門より
各1校に「団体賞」が贈られました。

このほか、団体の部にご応募い
ただいた、寝屋川市立田井小
学校、国立大阪教育大学附属
平野中学校、大阪府立寝屋川
高等学校が大阪府内の団体賞
を受賞されました。

第11回
「赤十字・いのちと献血俳句コンテスト」
所長賞・入選作品伝達式 開催！

大阪府赤十字血液センター所長賞
「藍浴衣 心はずませ 君を待つ」

入選（小学校低学年の部）

「かあさんは こたつみたいだ あったかい」

入選（小学校高学年の部）

「はじまって すぐに終わった 夏休み」

入選（一般の部）

「秋の水風 やわらかく 過ぎにけり」

公式サイト：http://www.ken-haiku2016.jp/厚生労働大臣賞等の上位15作品は公式サイトに掲載されています。

三岡 真央さん〈大阪市立三国中学校〉
おかみつ おま

小島 大空さん
〈大阪市立高松小学校〉

こ じま そら

中村 奨さん
〈堺市立赤坂台小学校〉

むらなか しょう

瀬戸 順治さん
せ と じじゅん

あい ゆかた

お なつやす あき みずかぜ す

こころ きみ ま

けんけつちゃん Dr.ブラッド

「献血サポート薬局」について
献血に興味があるけど今一歩足
を踏み出せない方、まずは献血
サポート薬局で献血についての
相談をしてみませんか。
〈実施場所〉
堺市、南河内（八尾市、大阪狭山市、
柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳
野市、富田林市、河内長野市、河
南町、太子町）の献血サポート薬
局のマークを掲示している薬局

Dr. ブラッドの

ひとくちメモ

けんけつちゃんの献血リポート

献血サポート薬局をご存知ですか？
困った顔をして、
どうしたんじゃ？あっ！

お姉さん

ヘモグロビン濃度
というのが
少し足りなくて
献血できないの…

食事で
治せる
かしら？

おお、そうじゃ！
薬局で献血の相談に
乗ってくれることを
知っておるかな？

知らなかったわ！
家の近所の薬局なら
相談しやすいんだけど

どの薬局でも
いいっち？

昨年8月から始まったばかりで、
「献血サポート薬局」のマークが
掲示されている薬局だけなんじゃ

薬局ということは
薬剤師さんが相談に
乗ってくれる
のかしら？

そうじゃよ
貧血改善に関する
食事や生活管理の
相談だけでなく、

献血に関する
正しい知識も
教えてくれる
そうじゃ

でも、
恋の悩み事は
だめだっち！

なるほど

そして、お姉さんは「献血サポート薬局」へ 今度は献血
できそうだわ！

お姉さん、
よかった
っち！

よかった
のう

このマークが掲示されている
薬局が「献血サポート薬局」
です。 

プレーする方も、応援する方も、一瞬

も油断できないくらい展開の早いス

ポーツです。是非一度観戦にお越し

ください。

佐藤キャプテン（写真右） 3月5日（日）
日本橋献血ルームで献血いただき、一日
ルーム所長を務めてくださいました。

僕たちが献血することで多くの人た

ちの役に立てる。こんなに嬉しいこ

とはありません。

みんなで協力していきましょう！

グビーの精神 『One for All,
All for One』 ～1人は皆の

ため、皆は1人のため～ 
この言葉は、献血に通ずるものがあ
ります。個人はチーム全体のために
自らをつくし、チームは一丸となって
個人をサポートする。献血も同じで
皆さんの献血がなければ輸血を必
要とする患者さんの命を救うことは
出来ません。
そして今回NTTドコモ「レッドハリ
ケーンズ」様から献血運動に対し
てご賛同いただき、コラボレーシ
ョンが実現しました。

NTTドコモラグビー部 「レッドハリケーン
ズ」（NTT docomo Red Hurricanes）
はトップリーグに所属するラグビーチーム
である。母体はNTTドコモとなる。

「レッドハリケーンズ」とは？

ラグビーの魅力を教えてください
チームの一人ひとりが精一杯力を出し、心を
一つにして目標に向かう点です。ひとりの力
は小さくても、力を合わせることで何倍にも
大きくなり、勇気も湧いてくる。ラグビーは心
を一つにすることの無限の可能性に気付かせ
てくれるスポーツです。

ラグビーの魅力を教えてください

これから献血をされる方へ
一言メッセージをお願いします

一つ一つ丁寧に説明してくれるので安心です
し、あまり痛みもありません。僕の血液で誰
かの役に立てる、誰かを笑顔にしているかも
しれないなんて、嬉しい限りです。皆様も是非
献血してみてはいかがでしょうか？

これから献血をされる方へ
一言メッセージをお願いします

ラ
チームカラーの情熱の赤と皆さんの献血と患者さんを繋ぐ血液の赤
レッドハリケーンズ レッドクロス ～赤でつなぐ～ 

大阪のラ
グビーチ

ーム

NTTドコ
モ

「レッド
ハリケー

ンズ」と

コラボレ
ーション

したっち

試合会場に
行ってきたっち

選手候補生
レッドハリー

選 手 の 方 に 献 血 に ご 協 力 を い た だ き ま し た

牛原 寛章 選手
うし  はら   ひろ  あき ポジション

フッカー
年齢
24歳O型 佐藤 大朗 選手

さ   とう     た   ろう ポジション
フランカー

年齢
27歳O型キャプテン河野 悠輝 選手

かわ  の　 　ゆう   き ポジション
プロップ

年齢
32歳O型
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