
No.
献血セミナーにご応募いただいた皆様から「千葉県♥献血推進ガール」へ寄せられた

応援メッセージ！

1 頑張って下さい。

2 献血の活動がんばってね！

3 献血推進ガールとしてのお仕事が増えるよう願ってます

4 AKB48チーム8千葉県代表の吉川七瀬さんが献血の女神になってくれたなら888人力です！

5 県内のイベントはいつでもどこへも行きます

6
いつも応援してます
七瀬ちゃんらしく頑張って下さい

7 七瀬が千葉代表でうれしいです。出来る限り協力したいです。

8 献血推進のお仕事も増え 益々の活躍を期待します

9 ずっとずっと応援してます！これからも頑張ってください！ずっと七瀬推しです！

10 七瀬の集客力本当にすごいからこれからも頑張ってね

11

七瀬ちゃんのおかげで楽しみだらけの毎日に！
献血の事も七瀬ちゃんがきっかけで色々なことを知りました。
献血にも二回行くきっかけになり、少しは人の役に立てたような気がして嬉しいです。
家族や友達にも献血のことを話したら興味を持ってましたよ。

12 まっすぐな七瀬なら、思いがたくさんの人に通じると思うので、七瀬らしく頑張ってくださいね。

13

千葉県の代表1人として、幾千の少女たちの夢を背負っていると言っても過言ではありません。献
血推進ガール……華があるように見えますが大変な仕事だと思います。仕事の間隔は空いても、
定期的に勤められるように頑張ってください。地元千葉県の方々もたくさん献血についてご理解と
ご協力頂けるといいですね。

14
七瀬ちゃんおかげで毎日が楽しみだらけになりました！
献血に対しても七瀬ちゃんきっかけで色々なことを知ることができました。
家族や友達にも献血のことを話したら興味を持ってましたよ。

15
地元大好きで地元のために頑張る七瀬が大好きです！これからもいっぱい頑張っていっぱい好
きなものを食べてね！！

16 天真爛漫な笑顔にいつも癒されてます。ソロイベントの集客力すごいです。応援してます。

17 本当に性格が良くて、曇りのない明るい笑顔が大好きです

18
献血推進ガールという、とても意義の深いお仕事をさせていただける赤十字社様に感謝いたしま
す。吉川さんのファンとして、吉川さんの応援だけでなく、献血啓発もできればと思います。

19 あなたの笑顔にいつも励まされています。沢山活躍出来ますように！！

20
吉川さんの働きにより、千葉県内の献血協力者数が急増したと伺っております。各種イベントや
レッスンと大変お忙しいとは思いますが、これからも千葉県内に献血の輪を広めていってくださ
い。

21 吉川さんの活動が少しでも困っている方たちを救える事を願っております。頑張ってください。

22 がんばって！

23 献血の輪が広がるといいですね！

24 七瀬のためならたとえ火の中水の中ついていきます！w

25
最近になって知ったけど、可愛くて人が良さそうだなと感じてます。
東京都民だけど、吉川さんのためにも献血に協力したいなと思います。

26 これからも献血推進ガールの活動をもっともっと期待してます！

27

私の地元かつ、七瀬さんの地元でもある千葉県代表として、七瀬さんが社会的使命の高い広報
活動に携わっている事をとても誇りに思います。勉強が少し苦手な七瀬さん（？）が一生懸命勉強
してみなさんに広報活動をしているのが、今までのイベントを通してひしひしと伝わります。これか
らの活動に、より一層期待しています！

28 献血活動これからも頑張って下さい。
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29
天真爛漫な笑顔にいつも癒されてます！今回は献血への理解を深めたいと思うので是非よろしく
お願いします。

30 七瀬の天才的なコメントに期待しているよ。

31
いつも応援してます！七瀬ちゃんがもっと献血の呼びかけをしてくれれば、きっと献血してくれる
方も増えると思いますのでがんばってください！

32 いつも楽しい握手会どうもありがとう　応援しています

33 いつもshowroomで癒されています。献血イベント、がんばってください。

34
天真爛漫な笑顔にいつも癒されてます！今回は献血への理解を深めたいと思うので是非よろしく
お願いします。

35
七瀬のおかげで今までは献血には正直興味なかったのですが、少しでも社会貢献出来たみたい
で、嬉しい‼･献血推進ガールとして、献血推進活動頑張ってください👊😆🎵

36 千葉県の献血が日本一になるようにがんばってください

37
献血推進ガールとしての活動で、吉川七瀬と言えば献血、献血と言えば吉川七瀬となるくらいこ
れからも活躍されること楽しみにしてます！

38 しっかり役割を完うしてください！

39 献血運動と、チーム8  の活動頑張ってください。ご活躍を楽しみにしてます。

40 献血ガールの活動、頑張れ！

41 頑張ってね。

42 全力七瀬さん応援してます

43 七瀬ちゃんのおかげで献血に興味と意欲が出ました！

44 七瀬ちゃんのおかげで多くの人命が救われます。大いに活動を誇って下さい！

45 清楚なイメージが献血推進ガールにピッタリと思います。これからも頑張ってください。

46
いつも応援してます！
がんばってください！

47 応援しています、頑張って💪

48
ダンスもトークも、そして献血推進のための活動も、いつも全力投球のななせちゃんを応援してい
ます。キミの笑顔をみていると、自分も頑張ろう！という気持ちになれます♡

49
今回七瀬をきっかけで献血に興味を持ち、困ってる人がいるなら献血してみようと思いました。七
瀬も千葉県代表として献血ガールをできてるので、この経験を活かしていろんな人に知ってもら
い、社会貢献できるといいね。頑張ってください♪

50 応援してます。これからも頑張ってください！

51 献血に関する知識を深めて、推進ガールとしての活動を頑張って下さい。

52 いつも応援してます。献血ガールも頑張ってね!!!

53 忙しいと思うけど頑張って👍
54 いつも楽しい七瀬♪ありがとう！

55
献血の促進に役立つお仕事ってとても素敵だと思いました。一杯アピールして献血のために七瀬
ちゃんのために頑張ってください。

56 千葉県から全国へ献血の輪を広めてください！

57 いつもななせの明るさに元気をもらってます。ありがとう。

58
いつも熱心に献血のアピールをされていて、こちらも協力したい気持ちに駆られます！これからも
同じ千葉県民として応援していきますので、頑張ってください！
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59

千葉県の献血推進ガールとして活躍している吉川七瀬さん。ご自身も献血に参加したり、イベント
に参加されたりして一生懸命の姿にいつも強く胸を打たれます。これからも献血の大切さを多くの
方に知っていただけるように頑張っていただきたいです。今までもこれからも応援しています。頑
張ってください。

60
いつも応援しています。僕も献血に協力するので七瀬さんにも献血を呼びかけるために頑張って
いただければいいなと思っています。

61 いつも見ています前回イベントは行けなかったので今回は是非参加したいです！

62
最近いろんな仕事で活躍の場が広がってきたね！
くれぐれも体には気をつけて、頑張ろう！！
早く七瀬も献血してねww

63
吉川七瀬さんのお陰で人生初の献血を経験できました。きっかけを頂いて本当に感謝してます。
千葉県の献血の為に一緒に勉強しましょう！

64 いつも応援しています。この頃はより活躍していて嬉しい限りです。

65
素晴らしい社会貢献できる仕事をいただいたのでこの機会を今後の活躍に繋げられるように頑
張って…(*^。^*)

66 応援しています。

67
貴方がきっかけとなり、献血に興味を持つ人、献血する人が増えると思います。社会に貢献する
素晴らしい活動をされてるので、是非とも頑張って下さい。

68

念願のソロのお仕事！
いろんな人のためになる、社会貢献できる取り組みに携われて誇りに思います！
これからも献血推進、頑張ってね！
そして！みんなから愛されるアイドルになれるといいね！

69 応援しています！

70 ミュージカルも楽しみ

71
いつも応援しています
笑顔が大好きです

72 ななせの千葉での活躍に応援します！

73
社会的にも非常に意義のある、献血推進ガールの任務をぜひ堂々とつとめてください。応援して
います。

74
いつも元気と笑顔をもらっています。常に全力で頑張ってくれてありがとぉ♪これからも応援してい
ます！

75 七瀬ちゃん、頑張れー！いつでも七瀬ちゃんの味方だよ。

76 献血を通じて、社会の広い知識を得、飛躍の糧にしてください。

77 千葉県の魅力をA KBの活動を通して、沢山発信して下さい！

78 最近見つけて応援し始めました。この機会に献血もしようかと思います。

79
AKBグループ何時も応援してます。AKB48チーム8KANTO白書バッチこーい！でのご活躍期待し
てます。

80 日本のため、AKBのために頑張って広報してください！

81 頑張ってください

82 いつでも楽しく笑顔で頑張ってね！

83 献血推進ガールユニットのイベントも楽しみにしています！

84 笑顔がとても素敵で大好きです！一緒に献血学ぼうね！

85
いつも七瀬の笑顔で元気もらってます！ありがとうございます！献血も七瀬のおかげでしてみよう
と思いました！

86
七瀬ー！！
献血広報活動微力だけど自分らも手伝うから頑張っていこー
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87 社会に貢献するイベント、これからもがんばってね

88 千葉県の為に、有名な献血アイドルになってね。

89

献血広報活動ありがとうございますっ 献血に一歩引いたイメージを持っているかたもいらっしゃる
かもしれませんが、吉川さんの笑顔はそれを明るくそしてなによりも意義のあることとして、とても
大きなPRになっていると思います。これからも献血が素敵なことであることをたくさんの人に伝え
ていってくださいねっ そんな吉川さんを精いっぱい応援しています!!

90
いつも笑顔を撮影させてもらってます。これからも、たくさんの笑顔が撮りたいです！  献血関連の
イベント、応援してます！

91
ミドルネームを考えてみました         吉川ドラキュラ七瀬    吉川シーザーサラダ七瀬     吉川ヤ
バタニエーン七瀬

92 七瀬の笑顔好きです。

93 頑張ってください。僕も献血をするなど自分にできることをします。

94
吉川さんの活動を通して、献血がどの様に役に立つか、する側のメリットなども知ることができ、
理解が深まり興味が出ました。これからも献血推進ガール、AKB48のメンバーとして応援していき
ます！

95
献血をはじめとした様々なイベント、テレビの番組のレギュラーやミュージカルと活動の幅を広げ
ていて、ファンとしても嬉しいです！これからも応援し続けます。

96
彼女ほど物事に対して一喜一憂できる子は珍しいと思い、また彼女には心から応援したいとおも
える一生懸命さがあります。こうしたイベントに呼んでいただけるのは一つ、彼女の努力なしには
ないのではないかと思います。今後も彼女の成長を見守っていくのが楽しみです。

97
献血といえば千葉県の吉川七瀬！になれるよう、献血イベントを応援します！！
いつもありがとう！！

98 セミナー頑張ってくださいね

99 いつも明るく元気な七瀬ちゃんに献血のPRを頑張ってもらいたいです！

100
千葉県での仕事が増えて嬉しく思います。近いうちに健作ちゃん（知事）ともですね、楽しみにして
ます。献血関連の方々には、とても感謝してます。その期待に応えられる活躍ガンバ、七瀬ファイ
ト！！

101 吉川七瀬ヲタの本気を試されてると思いますので言わせてください 本気です

102 頑張ってね(^-^)/

103 千葉県代表として頑張ってください‼

104 七瀬が一番かわいい

105 いつも元気をくれてありがとう、これからも応援しますんでよろしく

106 献血は誰にでもできる人助けであることを明るく広めてください

107 同じ千葉県民として応援してます

108
いつも明るい笑顔に励まされてます！
これからも頑張ってください！

109 献血イベントの成功をお祈りしています。

110 かすみんやせりかより沢山血を集めてNo.1献血アイドルになって！

111
献血は男性の方が多いので、可愛らしいアイドルというのは嬉しいと思います。頑張ってくださ
い！

112

私自身、七瀬さんのおかげで自分も献血しよう！と、15年ぶりに献血致しました。血には期限があ
る。このことは実は知りませんでしたし、これを知って献血しようと思いたったきっかけでもありまし
たので、献血の必要性を周知することに今後とも尽力すること、その影響力も実際ありますし頑
張って欲しいと心より願います。

113
一生懸命で誰に対しても神対応の七瀬が大好きでいつも応援しております。
千葉県を代表する芸能人になる事をめっちゃ期待しております。
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114 沢山の方に献血へ行って貰えるように！

115 七瀬を観た後脈拍が上がり、献血を断られてしまいました。どうしましょう？

116
千葉県の献血推進に邁進していただき、感謝します。一人でも多くの献血協力者を増やすべく吉
川さんらしいやり方で盛り上げてもらえたら嬉しいです！頑張って

117
千葉県♥献血推進ガールの活動で得られたこと沢山あると思います。これからもそれを生かして
頑張って下さい！

118 がんばろう

119
ずっとファンでいます
七瀬が大好き！！！

120 イベント楽しみにしてます。頑張ってください！

121
このような立派な活動に参加されていることは、ファンとしてもとても嬉しいです。これからも応援し
ています。

122 献血の普及を七瀬ちゃんの明るくかわいい感じで盛り上げて！応援してます！

123 Team8の献血推進のトップを走ろう！

124 応援してます。がんばってください！

125 献血推進ガールとして献血の必要性を様々な所でアピールしていってください。

126 一緒に献血勉強しましょう

127 いつも応援しています。献血推進活動を通じて七瀬の素晴らしさも広まりますように。

128 献血のPR頑張ってください。

129 千葉県の顔として、みんなが笑顔になるような活動を期待してます。頑張ってください

130 これからも、社会貢献に活躍して欲しいですね。頑張って下さい。

131
ずっと応援しています
七瀬が大好きです

132 面白くて可愛い～七瀬を応援してるよ！

133
献血推進ガールや千葉テレビでの番組に舞台と徐々に見つかりはじめているのかな？8でも屈指
の安定感、安心感があると思っているからこれからも頑張って！影ながら応援してるよ。

134

七瀬ちゃんが千葉県の献血推進ガールに選ばれて、
献血をしてみようと思いました。これからも千葉県の献血推進ガールとして、
1人でもたくさんの方々に献血をして貰えるように、
活動していって、七瀬ちゃん頑張って下さい！

135 いつもSR見てます。

136 応援します

137 若い人たちが献血に興味をもつきっかけになってください。

138 慢心せず(してないと思いますが)突き進んで下さい！！

139 献血キャンペーンガールとして県内各地を回るなど、益々頑張ってもらいたいと思います。

140 いつも素敵な笑顔をありがとう。もっと素敵な女性になって下さい。

141 千葉県がもっともっと活性化出来るように頑張ってください！

142 推しは違う県のメンバーだけど、、、同じ千葉県民として七瀬ちゃんも応援してます！！

143 献血七瀬として千葉県の献血利用者が増えるように応援しています。

144
千葉県代表として地元のPR活動やテレビ番組、イベント出演と精力的に活動している姿を見て応
援したくなりました。

145 この歳で初めて献血を経験しました。機会を与えてくれた事に感謝です。

146 共に、頑張ろうね！

147 七瀬の呼びかけで、これからの時期の献血者を増やして行きましょう！


