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輸血を受けた方や、そのご家族の方から皆様へメッセージをお届けします。

学生ボランティアの募集

年末年始の献血にご協力をお願いいたします

山梨県赤十字血液センター URL http://www.yamanashi.bc.jrc.or.jp
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ありがとう献血ありがとう献血

献血感謝のつどいin山梨
甲府献血ルーム「グレープ」５周年

あなたにとって
献血とは？

Pepperと一緒に 編

   我が息子は血液疾患にかかり、輸血や抗ガン剤で治療していきました。それまで、
輸血なんて…まさか自分の周りでするようなことが起きるとは考えてもみませんで
した。献血も進んですることがなかったので、献血してくださる方の善意に支えられ
ていることを改めて思い知りました。
   これからも皆様のやさしさに命を助けてもらう患者さんがたくさんいるのだと思
います。ありがとうございます。

｠ペンネーム　病児の母より
　～メッセージ募集～

　山梨県赤十字血液センターでは、輸血を受けて回復された方やご家族の方からのメッセージ
を募集しています。メールアドレス（kizuna@ktks.bbc.jrc.or.jp)またはQRコードからメッ
セージをお寄せください。（メッセージは本紙に掲載させていただくほか、献血啓発を目的とし
た様々な広報活動に役立てさせていただきます。）

10代～30代の献血者は10年で約31％も減少しています。特に10代～20代の若い世代の献血を盛
り上げる為、献血の呼びかけや誘導などを行う学生ボランティア(高校生・大学生)を募集します。
連絡先　山梨県赤十字血液センター献血推進課・学生ボランティア係　☎055-251-5891(代)

　年末年始の期間におきましても、医療機関には『献血による輸血
用血液製剤を必要としている方』が大勢いらっしゃいます。
　大変お忙しい時期かとは思いますが、献血へのご協力をお願い
いたします。

◆受付時間／午前10時から午後5時
　（成分献血の受付は午後4時まで）
　※検診業務を一時中断する場合が
　　ございます。
◆定 休 日／12月31日・1月1日

Facebook やってます。

[ Like flow of a river ]

献血ルームの
イベント情報や
献血バスの様子など
新鮮な情報を
お届け！

住　　所／甲府市丸の内1-16-20
　　　　　KoKoriビル2階　　
電　　話／055-235-3135
駐 車 場／KoKori駐車場
　　　　　近隣の提携パークジャパン
　　　　　SPS（高さ1.58Mまで）
詳しくはお問い合わせください。

甲府献血ルーム
グレープ
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甲府献血ルーム「グレープ」５周年

献血感謝のつどいin山梨
　献血感謝のつどいin山梨は、献血にご協力いた
だいている方々に感謝の意を伝える為に毎年開催
しています。
　本年度は９月１８日にやまなしプラザオープンス
クエアで開催し、厚生労働大臣表彰・感謝状の伝
達、献血に多大なご協力をいただいている団体や
個人に感謝状が贈呈されました。また、今年はヴァ
ンフォーレ甲府の新里亮選手を一日所長に任命
し、山梨県赤十字血液センター所長感謝状を新里
亮選手から8団体と28人の個人に贈呈しました。
　その後、甲府献血ルーム「グレープ」に場所を移
し、サイン会を行いました。

協力団体のご紹介

イトーヨーカ
ドー

甲府昭和店都留興譲館高
等学校

会場SNAP

　生命保険協会山梨県協会様は、昭和60年より献血にご協力をいただいており、平成8年に知事表彰、
平成18年に厚生労働大臣感謝状を受賞されています。
　10月16日～11月9日までの期間で253名の方にご協力いただきました。

　生命保険協会山梨県協会は、県内の生命保険会社18社が加
盟する団体です。
　少子高齢化が進む中、社会保障の補完としての生命保険の
役割はますます重要になっています。県内で1,500名を超える
営業職員が、万一の保障・医療・介護・年金等、自助努力のお手
伝いをしています。
　また、日頃お世話になっている地域社会に恩返しをすべく、
社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。「献血運動」も
その一つであり、強化期間には、職場にポスターを掲示したり
して、協力を呼びかけています。平成27年は341名、平成28年
は318名と、毎年多くの方に協力してもらっています。
       一般社団法人　生命保険協会　山梨県協会　小宮様より

　山梨県学生献血推進協議会は県内7大学の学生ボランティアで構成され、
平成3年に発足されました。
　活動としては、献血の呼びかけや献血イベントの企画など、いつも会場を
盛り上げてくれます。
　１０月２１日にイオンモール甲府昭和にて、山梨県学生献血推進協議会に
よるハロウィーン献血キャンペーンを行いました。　　
　当日は仮装しての献血の呼びかけのほか、工作教室も行いお子様連れの
方にも安心して献血していただきました。
　委員長の須田菜那恵さんは「身近な人から献血の知識を広めていきたい」
とおっしゃっていました。当日は61名の方に献血にご協力いただきました。

移動献血バスは日頃、様々な場所におじゃましています。
献血会場の一部を写真でご紹介♪

山梨県学生献血推進協議会
私たち、応援しています!
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健康科学大学

山梨県学生献血推進協議会
須田菜那恵さん

　皆様のご協力に支えられ、  甲府献血ルーム
「グレープ」は、 ９月１３日でリニューアルオープン
から５周年を迎えることができました。
　５周年の感謝の気持ちを込めて、期間限定で
チョコクロワッサンやドーナツをご用意し、感情
認識パーソナルロボットPepperが皆様をお迎え
しました。９月１６日～１８日の３連休は、特に多く
の方のご来場があり、５周年をお祝いしていただ
きました。
　これからも皆様に感謝し、おもてなしの心を
持ってスタッフ一同お待ちしております。
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