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ありがとう献血ありがとう献血

あなたにとって
献血とは？
はじめての献血編

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 やってます。

甲府献血ルーム
グレープからのお知らせ

[ Like flow of a river ]

　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 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。

　成分献血の待ち時間を短くできるように、平日の成分献血の予約を受付けて
おります。電話にてお名前・献血者コード・希望予約日時をお申し出ください。
※予約状況によりご希望に添えない場合があります。

　献血ルーム内のジュースとアイスクリー
ム自動販売機前がすこーし広くなりすっき
りしました！

検索山梨県赤十字血液センター

キャンペーン
サービス情報

献血ルーム チョットNews

平日の成分献血のご予約

◆季節のキャンペーン（予定）
　・クリスマス
　・バレンタイン
 ◆定期的に
　実施しているサービス
　・ネイルアート
　・ハンドトリートメント
 ※詳細はホームページ、フェイスブック
　等でお知らせいたします。



　この運動は我が国の血液事業を安定的・継続的
に維持することを目的に、厚生労働省、都道府県、
日本赤十字社の主催により7月1日から7月31日ま
での１カ月間、全国で実施しています。
　また、毎年夏季は、学校や企業、団体等の長期休
暇により献血への協力が得にくくなる時期です。今
年は「救いたい　あなたの未来　私から」をキャン
ペーンメッセージとして実施いたしました。
　この愛の血液助け合い運動初日の7月１日にプラ
チナサポートクラブの皆様のお力添えをいただき、
イオンモール甲府昭和で51名の方にご協力をいた
だきました。
　また、７月の月間を通して、移動採血と献血ルー
ムの合計で2,640名の方にご協力いただきました。

　6月14日は「World Blood Doner Day」世界献
血者デーです。
今年のテーマは“Give blood. Give now. Give 
often.（今そしてこれから先も、愛の献血を）”です。
　山梨県赤十字血液センターでは献血イベントを
行い、移動献血では6月10日にイオンモール甲府昭
和で74名の方に、献血ルームでは6月14日に46名
の方にご協力をいただきました。

　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19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。

協力団体のご紹介 株式会社ファミリーラブ様

イオンモール
甲府昭和

会場SNAP

ヴァンフォーレ甲府
私たち、応援しています！

　株式会社ファミリーラブ様は、当センター設立当初より献血にご協力
いただいおります。長年の献血推進功労が認められ、平成16年には株
式会社アピオのお名前で山梨県知事表彰を、平成30年には厚生労働大
臣感謝状を受賞されております。
　近年は年間２回のご協力いただいております。

　私たちファミリーラブ（アピオ）は、創業から60余年、「冠婚葬祭」儀式に
とって一番大切な「人の愛・癒」を社是として、皆様の人生や暮らしをお手
伝いしてまいりました。
　今後も皆様にとって特別な一日、大切な一日を、心を込めてお手伝い
をする、「心のサービス」を提供することが私たちの使命と考えています。
　お客様に少しでも満足していただけるよう努力を惜しまずお手伝い致
します。そして、事業や献血活動などを通じて、地域や社会に貢献してい
きます。

　　　　　　　株式会社ファミリーラブ　総務部　井上様より

　ヴァンフォーレ甲府は地域に支えられたクラブとして、地元山梨や地域社会に
貢献できるよう様々な活動を行っております。
　献血活動に関しては、2012年より献血推進ポスターや啓発物品へ選手を起用
させていただき、さらには街頭献血キャンペーンへ選手が参加して献血PRの協
力をさせていただいております。
　献血協力者が増えて、輸血を必要とされる方が一人でも多く救われることを願
い、今後も継続して協力していきたいと思っております。　　　

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♪
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