
大阪府赤十字血液センター

　令和二年度が始まりました。一年前は令
和の由来となった「万葉集」ブームで盛り上
がっていました。大阪にも万葉集ゆかりの地
が多数あります。
　平城京と河内、難波を結ぶ龍田道は奈良
時代に官道として整備され、「梅の花の歌 
序」を記した大伴旅人も大宰府に赴任する
際に往来したと言われています。大和の玄関
口として特別な地だったのか、故郷や家族を
想う歌に龍田道が多く登場しています。
　万葉集でも多くの歌人が、ここを通った際
に歌を残していることから、心情的にも心の
琴線に触れる重要な地であったのでしょう。
　電話もネットもない時代、どんな気持ちで
旅に出て、龍田道で何
に出会ったのか…万葉
集を片手に歩いてみませ
んか。
　JR河内堅上駅から大
和川の北側に沿って、万
葉歌碑や寺社を楽しむこ
とができます。

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1～9に入る言葉を導き
出してください。ヒントを参考に、A～E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。

2020年 6月30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  幽霊のクチグセは
○○○○○

②  小学生が背負う○○○○○

③ 北海道の北に浮かぶ
○○○島

④ ○○○○二鳥の
グッドアイデア

⑤ ○○○の原料は大豆

⑥ 桜○○○は
遠山の金さんの十八番

●ヨコ
① ○○○○は当たるも八卦

⑦ ○○○がおいしい話題の店

⑧ 源氏物語の作者は紫○○○

⑨ いざという時は
○○○応変に。
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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！！

●防災グッズセット

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
　ハンドタオル

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

血液製剤の安定供給のために、定期的
に献血くださる方が増えていただけるよ
う献血Webサイトとして「複数回献血ク
ラブ」を開設しています。
2018年10月に愛称を『ラブラッド』に
全国統一し、より使いやすく便利な機
能を追加するなど、会員サイトのリニュ
ーアルを行い、より多くの会員を募集し
ています。
血液検査結果の早期通知と数値グラフ
閲覧、ポイント付与やキャンペーン先取
り情報、献血の予約ができるなど会員特
典が充実！！ぜひ、加入をお願いします。

 https://www.kenketsu.jp/

献血Web会員サービス
「ラブラッド」会員募集中

かんたん登録

おしらせ

【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）

詳しくは…スマホ・パソコンから

○○○○○血液Web会員サービス

キウイのみずみずしさと
ヨーグルトの酸味が相性ぴったり。
低カロリーのヘルシーサンド。

キウイのヨーグルトサンド

1. ザルにガーゼを重ねた中にプレーンヨーグルトを入れ、
　 前日から冷蔵庫内で水切りしておきます。
2. １にはちみつを混ぜ合わせ、食パンにたっぷりとのせます。
3. ２に縦切りにしたキウイを並べて、残りの食パンではさみ
　 ます。
4. 半分にカットします。

材料（1人分）

作り方

キウイに含まれるカリウムには血圧を下げる働きがあり、高血圧の一次予防などに役立つとされ
ています。さらに血液をつくる葉酸も含み、貧血予防にもうれしいフルーツです。

栄養メモ
〈キウイ〉

・キウイ ･･････････････････････････････････ 1個
・食パン ･････････････････････････････････ 2枚
・プレーンヨーグルト･････････････････････  200g
・はちみつ････････････････････････････････ 大さじ2

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
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Spring
2020

vol.303

Ｔｏｐｉｃｓ 献血場所いろいろ ひろがれ　献血の輪！

「いのちのパスプロジェクト」
株式会社アンテナ
代表取締役 𠮷井雅俊さん

けんけつちゃんの献血リポート
献血Web会員サービス「ラブラッド」

マンガで
 わかる！！

●プレゼントコーナー　　●健康レシピ おちゃのこ菜  々『キウイのヨーグルトサンド』　　●血液センターからのお知らせ　　●編集後記
さいさい

ホイッスル

マスク 携帯トイレ タオル

ブランケット スリッパ レインポンチョ

エフエムひらかたにて撮影中のけんけつちゃん

SNS
はじめ
ました！

大阪府赤十字血液センター 大阪府赤十字血液センター公式Facebook 公式Twitter



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！

大阪府赤十字血液センター「いのちのパスプロジェクト」のポスターデザインを指揮するなど、献血の
意義や重要性を広く関係者に普及されている 株式会社アンテナ 代表取締役 𠮷井 雅俊さんに、献血
活動への想いを語っていただきました。

　献血由来の血液が輸血を必要とする患者さんに届くまでの一連の流れを
スポーツ競技のボールなどをつなぐ行動に重ね合わせています。
　病気の治療や手術で輸血が必要な患者さんに「いのちのパス」を届けた
い、献血の輪を広げることで「誰かのために」と考える人を増やしたい、そん
な想いが込められた活動です。

献血場所いろいろ

株式会社アンテナ 
代表取締役 𠮷井 雅俊さん

〒541-0057 
大阪府大阪市中央区
北久宝寺町4丁目
3番5号
本町サミットビル
TEL：
06-6121-6571 

　地域の街頭や学校、駅で見掛ける献血バス。以前と比べてコ
ンパクトサイズが主流となりましたが、採血ベッドが4 台並び、
屋根からはテントが張り出す等、機能が満載のバスです。非売
品ではありますが献血バスのミニカー（トミカ）がとても人気
です。 

　駅前の高層ビルや駅直結の献血ルー
ムは献血だけではなく待ち合わせ場所
に利用されたり、マッサージや占い等
色々なイベントが開催されていたりし
て、ゆったり献血ができる場所です。各
献血ルームで特色があるので、色々な献
血ルームを巡ってみるのもおすすめです。

　これら以外に献血場所があるのをご存じでしょうか。
企業様や団体様からお借りした会議室等のスペースに採血ベッ
ドや機材を運び込ませていただき、職員の方々が足を運んでく
ださる事業所献血、献血される方が少ない夏や冬の時期にホテ
ル様のご厚意でホテル内のロビーや宴会場等を無料で提供して
いただくだけでなく、献血に協力いただいた方にホテル特製ス
イーツや飲み物を用意してくださるホテル献血があります。 

　写真は2月12日（水）に大阪市北区の『ANA クラウンプラザホ
テル大阪』 様、主催団体の大阪堂島ライオンズクラブ様、大阪マ
ザーVB ライオンズクラブ様、ANA ホテルズ労働組合連合会様
のご協力により行われましたホテル献血の様子です。 

　『アートホテル大阪ベイタワー』様、『ザ・リッツ・カールトン大阪』様、『リ
ーガロイヤルホテル大阪』様、『ホテル日航関西空港』様、『ホテルグランヴィ
ア大阪』様、『インターコン
チネンタルホテル大阪』様、
『ホテル アゴーラ リージ
ェンシー大阪堺』様を始
め、多くの企業様、ライオ
ンズクラブ様から献血活
動のサポートをいただい
ております。
　このように献血は色々
な場所でご協力いただけ
ます。たまには趣向を変え
て、いつもと違った雰囲気
の中で献血してみるのは
いかがでしょうか。献血は
たくさんの方々のご厚意
で成り立っている身近なボ
ランティアです。今後も皆
様のご協力をよろしくお
願いいたします。  

ANA クラウンプラザホテル大阪
大阪市北区堂島浜1-3-1 

　それはある大阪府赤十字血液センター職員の一言から始まりました。 
　「献血は他の誰かを確実に救っているのです。もっと多くの人を救いたい。」彼のその言
葉は職責から出るだけのものとは違い、心の底からそう願う非常に熱く重たいものでし
た。漠然と社会の役に立ちたい、公に価値のあるものをプロデュースしたい、と願うだけ
の若輩者であった私に、彼の本気の言葉が深く心に刺さったことを覚えています。 
　当時の状況は、多くの人が街で献血バスを見かけることや献血という言葉を聞いた
ことはあっても、どれくらいの人が困っていて、どれだけ不足しているのかまでは関心が及
んでいませんでした。とはいえ、献血のお願いや周知は従来からの活動でもなされてい
る。新たな切り口でのアプローチが求められていました。そこで提案したのが、大阪府赤
十字血液センターと企業団体、行政がコラボレートして社会を変えていくというコンセプ
トをもつ『いのちのパスプロジェクト』です。

　これまで、大阪エヴェッサ、NTTドコモレッドハリケーンズ、セレッソ大阪、ガンバ大阪
などのプロスポーツチームや、ライオンズクラブなどの経済団体、シップヘルスケアホ
ールディングス株式会社をはじめとする企業の皆様とのコラボレーション企画をプロ
デュースしてまいりました。奇しくも SDGsへのコミットにも繋がることにもなるこの活
動には、多くの団体、企業からの後押しをいただくことになっています。 
　いのちのパスというのは、ただ単純な個人間のパスのことではありません。「献血
は他の誰かを確実に救っているのです。もっと多くの人を救いたい。」この想いに共感
したすべてのひとからのパスが、献血者をとおして誰かに届く。そういったものです。 
　最後に、『いのちのパスプロジェクト』に関わっていただいたすべての皆様に心から感
謝申し上げます。これからもいのちのパスをより多くの方に繋いでいきたいと思います。

けんけつちゃん

Dr.ブラッド

はかせ！
質問が
来てるっち！！

なになに ?

献血をしたのに
検査結果が届きません。
いつ頃届きますか？

通常なら2週間ほどで
届くはずじゃが…

もしかしたら
献血の受付の時に
検査サービス通知希望が
「いいえ」になっている
かもしれんの～

検査サービス通知
って何だっち？

献血にご協力いただいた人に
感謝の気持ちとして、

簡単に言えば健康診断の
血液検査の結果じゃな

コレステロール値や肝機能値等
7項目の生化学検査成績と
ヘモグロビン値等の8項目の
血球計数検査成績を
お知らせしてるんじゃ

なるほど～。

献血したら
自分の健康状態が
分かるっちね！

検査サービス通知は
希望しないと届かないんじゃ。
献血に行った時、受付の人に
確認してもらうといいぞ

もっと
検査サービス通知が
簡単に分かる方法は
ないっちか？

いい質問じゃな！

献血Web会員サービス
「ラブラッド」に入会すると
PCやスマホで 2日～ 3日で
確認出来るんじゃ

さらにポイントが付いて
記念品がもらえたり、
献血ルームで献血のWeb予約が
取れたりといいこと尽くしじゃ

※予約時間等詳細は施設により異なります。

献血に行って
健康チェックを
するっち！

献血Web会員サービス「ラブラッド」
けんけつちゃんの献血リポート

321

8

54

76

通知が来るから安心！
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デュースしてまいりました。奇しくも SDGsへのコミットにも繋がることにもなるこの活
動には、多くの団体、企業からの後押しをいただくことになっています。 
　いのちのパスというのは、ただ単純な個人間のパスのことではありません。「献血
は他の誰かを確実に救っているのです。もっと多くの人を救いたい。」この想いに共感
したすべてのひとからのパスが、献血者をとおして誰かに届く。そういったものです。 
　最後に、『いのちのパスプロジェクト』に関わっていただいたすべての皆様に心から感
謝申し上げます。これからもいのちのパスをより多くの方に繋いでいきたいと思います。

けんけつちゃん

Dr.ブラッド

はかせ！
質問が
来てるっち！！

なになに ?

献血をしたのに
検査結果が届きません。
いつ頃届きますか？

通常なら2週間ほどで
届くはずじゃが…

もしかしたら
献血の受付の時に
検査サービス通知希望が
「いいえ」になっている
かもしれんの～

検査サービス通知
って何だっち？

献血にご協力いただいた人に
感謝の気持ちとして、

簡単に言えば健康診断の
血液検査の結果じゃな

コレステロール値や肝機能値等
7項目の生化学検査成績と
ヘモグロビン値等の8項目の
血球計数検査成績を
お知らせしてるんじゃ

なるほど～。

献血したら
自分の健康状態が
分かるっちね！

検査サービス通知は
希望しないと届かないんじゃ。
献血に行った時、受付の人に
確認してもらうといいぞ

もっと
検査サービス通知が
簡単に分かる方法は
ないっちか？

いい質問じゃな！

献血Web会員サービス
「ラブラッド」に入会すると
PCやスマホで 2日～ 3日で
確認出来るんじゃ

さらにポイントが付いて
記念品がもらえたり、
献血ルームで献血のWeb予約が
取れたりといいこと尽くしじゃ

※予約時間等詳細は施設により異なります。

献血に行って
健康チェックを
するっち！

献血Web会員サービス「ラブラッド」
けんけつちゃんの献血リポート

321

8

54

76

通知が来るから安心！



大阪府赤十字血液センター

　令和二年度が始まりました。一年前は令
和の由来となった「万葉集」ブームで盛り上
がっていました。大阪にも万葉集ゆかりの地
が多数あります。
　平城京と河内、難波を結ぶ龍田道は奈良
時代に官道として整備され、「梅の花の歌 
序」を記した大伴旅人も大宰府に赴任する
際に往来したと言われています。大和の玄関
口として特別な地だったのか、故郷や家族を
想う歌に龍田道が多く登場しています。
　万葉集でも多くの歌人が、ここを通った際
に歌を残していることから、心情的にも心の
琴線に触れる重要な地であったのでしょう。
　電話もネットもない時代、どんな気持ちで
旅に出て、龍田道で何
に出会ったのか…万葉
集を片手に歩いてみませ
んか。
　JR河内堅上駅から大
和川の北側に沿って、万
葉歌碑や寺社を楽しむこ
とができます。

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1～9に入る言葉を導き
出してください。ヒントを参考に、A～E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。

2020年 6月30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  幽霊のクチグセは
○○○○○

②  小学生が背負う○○○○○

③ 北海道の北に浮かぶ
○○○島

④ ○○○○二鳥の
グッドアイデア

⑤ ○○○の原料は大豆

⑥ 桜○○○は
遠山の金さんの十八番

●ヨコ
① ○○○○は当たるも八卦

⑦ ○○○がおいしい話題の店

⑧ 源氏物語の作者は紫○○○

⑨ いざという時は
○○○応変に。

1 2A 4 5

7B C

D 3 6

8 E

9

ク ロ ス ワ ー ド

クイズに
答えて

プレゼントを
ゲット！！

●防災グッズセット

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
　ハンドタオル

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

　
　
　
　
　
献
血
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

血液製剤の安定供給のために、定期的
に献血くださる方が増えていただけるよ
う献血Webサイトとして「複数回献血ク
ラブ」を開設しています。
2018年10月に愛称を『ラブラッド』に
全国統一し、より使いやすく便利な機
能を追加するなど、会員サイトのリニュ
ーアルを行い、より多くの会員を募集し
ています。
血液検査結果の早期通知と数値グラフ
閲覧、ポイント付与やキャンペーン先取
り情報、献血の予約ができるなど会員特
典が充実！！ぜひ、加入をお願いします。

 https://www.kenketsu.jp/

献血Web会員サービス
「ラブラッド」会員募集中

かんたん登録

おしらせ

【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）

詳しくは…スマホ・パソコンから

○○○○○血液Web会員サービス

キウイのみずみずしさと
ヨーグルトの酸味が相性ぴったり。
低カロリーのヘルシーサンド。

キウイのヨーグルトサンド

1. ザルにガーゼを重ねた中にプレーンヨーグルトを入れ、
　 前日から冷蔵庫内で水切りしておきます。
2. １にはちみつを混ぜ合わせ、食パンにたっぷりとのせます。
3. ２に縦切りにしたキウイを並べて、残りの食パンではさみ
　 ます。
4. 半分にカットします。

材料（1人分）

作り方

キウイに含まれるカリウムには血圧を下げる働きがあり、高血圧の一次予防などに役立つとされ
ています。さらに血液をつくる葉酸も含み、貧血予防にもうれしいフルーツです。

栄養メモ
〈キウイ〉

・キウイ ･･････････････････････････････････ 1個
・食パン ･････････････････････････････････ 2枚
・プレーンヨーグルト･････････････････････  200g
・はちみつ････････････････････････････････ 大さじ2

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

サ ー キ ュ ラ ー オ オ サ カ

Spring
2020

vol.303

Ｔｏｐｉｃｓ 献血場所いろいろ ひろがれ　献血の輪！

「いのちのパスプロジェクト」
株式会社アンテナ
代表取締役 𠮷井雅俊さん

けんけつちゃんの献血リポート
献血Web会員サービス「ラブラッド」

マンガで
 わかる！！

●プレゼントコーナー　　●健康レシピ おちゃのこ菜  々『キウイのヨーグルトサンド』　　●血液センターからのお知らせ　　●編集後記
さいさい

ホイッスル

マスク 携帯トイレ タオル

ブランケット スリッパ レインポンチョ

エフエムひらかたにて撮影中のけんけつちゃん

SNS
はじめ
ました！

大阪府赤十字血液センター 大阪府赤十字血液センター公式Facebook 公式Twitter


