
学生ボランティアの募集
　献血される方のうち、10代～30代の方はこの10年間で約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)
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あなたにとって
献血とは？
高校生  編

　甲府献血ルーム「グレープ」は、甲府駅近くのKoKoriビル2階にあります。
　季節のイベントとして、七夕、ハロウィン、クリスマス、バレンタインのキャンペーンを
行っております。開催日は山梨県赤十字血液センターのホームページをご確認下さい。

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！

Facebook ・ホームページで情報発信中！

甲府献血ルーム
グレープからのお知らせ

Grape

[ Like flow of a river ]

  2才になったばかりの子供が食欲が低下し、歩くのにふらふらした為病院に行った所、急性
白血病と診断され、おどろきとショックを受けました。入院し直に輸血が必要と言われました。
しかし、子供の命にはかえられない為承諾しました。正直、拒否反応が心配されましたが思っ
たよりは軽かったです。人の命を救える献血の重大さをしみじみ感じました。私は40才ぐらい
までは献血を40回以上行いましたが、ここ数年は血液の数値が悪く貢献できていません。早
く治して献血をして恩返しをしたいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　                                                          ペンネーム　M さん

   ～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 な々広報活動に役立てさ
せていただきます。）

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。

◆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

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。

検索山梨県赤十字血液センター



　はたちの献血キャンペーンは、新たに成人となる「はたち」の
若者を中心として、広く国民各層に献血に対する理解と協力を
求めることを目的に、毎年1月～2月の2ヵ月間開催しています。
　山梨県では、1月7日にイオンモール甲府昭和で行いました。
　当日は振り袖姿の新成人と甲府舞鶴ライオンズクラブの
方々が献血の呼びかけを行いました。
　当日は56名の方が献血にご協力くださいました。

　12月23日にオギノリバーシティショッピン
グセンターで、山梨県学生献血推進協議会に
よるクリスマス献血キャンペーンを行いまし
た。学生ボランティアの皆さんが献血の呼びか
けを行ったり、献血クイズなどの催しを行いま
した。当日は42名の方が献血にご協力くださ
いました。

　12月25日～1月５日の献血会場で6年目をむかえる
「HEARTFUL CONNECTION」を行いました。
　イオンモール甲府昭和での献血では、甲府南高等学
校の生徒や中日本ハイウェイ・パトロール東京株式会
社甲府基地の方々が献血の呼びかけを行いました。
　この期間中に、移動献血バスでは404名、献血ルー
ムでは514名の方が献血にご協力くださいました。

協力団体のご紹介 一般社団法人
　　　甲府青年会議所　様

中日本ハイウェイ・パトロール東京株式会社　
甲府基地の皆さま

全国学生クリスマス献血キャンペーン
12月23日

HEARTFUL CONNECTION
12月25日～1月5日

はたちの献血キャンペーン
1月1日～2月28日

甲府南高等学
校

会場SNAP

私たち、応援しています！

　甲府青年会議所様は、献血に長い間ご協力いただいており、昭和57
年に厚生大臣感謝状、平成6年に厚生大臣表彰を受賞されています。
　今年も1月6日～1月12日までの期間、献血の呼びかけを行っていただ
きました。この期間中、甲府青年会議所の皆さまをはじめ、229名の方
にご協力いただきました。

　甲府青年会議所は、「明るい豊かな社会」の実現を理想に掲げて活動
する団体です。構成会員はあらゆる業種に所属する、時代の担い手たる
２０～４０歳の青年で、２０１８年１月現在、101名が所属しています。ヴァン
フォーレ甲府や山梨クイーンビーズの「フェイスペイント」、信玄公祭り前
夜祭の「湖衣姫コンテスト」、「山の都ベーコンフェスティバル」などを開
催しております。１９６６年に献血を通じ１人の少女を救ったことをきっか
けに、５１年間、献血への協力を継続し、毎年街頭にて献血のＰＲをさせて
いただいております。
　　　　　　　　　一般社団法人甲府青年会議所　小澤理事長より

　中日本ハイウェイ・パトロール東京株式会社甲府基地の皆さまに
は、献血ボランティアとして、献血の呼びかけや献血バスへの案内な
どにご協力をいただいています。
　平成29年度は、6月の世界献血者デーの献血キャンペーン、年末
年始の「HEARTFUL CONNECTION」の会場でご協力いただき
ました。
　甲府基地の望月修治隊長は「公共性の高い仕事をしているので、
社会貢献として献血に協力したい」とおっしゃっていました。

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♪

BC 
Report

血液センター
   レポート

　冬期(12月～2月)は献血に協力してくださる
方が、減少する傾向にあります。そのため、血液
センターではこの時期に様々な献血のキャン
ペーンを行っています。

甲府基地
望月修治　隊長

東海大学付属
甲府高等学校笛吹高等学校
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