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山梨県赤十字血液センター

20ポイントで
素敵な赤十字オリジナル
記念品と交換できます。

甲府献血ルーム
グレープからのお知らせ

[ Like flow of a river ]

　私の父は、血が固まらないようにする薬を飲んでいます。普通のヒトより血が止まりにくい
ため、普段の生活の中でけがなどの出血に注意していました。そんな父が胃潰瘍になり、体の
中の出血のため気が付くことが遅れ倒れてしまいました。潰瘍からの出血をとめる緊急手術と
なりました。赤血球の輸血も10単位行い、なんとか一命を取り留めることができました。
　 現在、無事退院することができ、家族とのんびり過ごすことができています。献血にご協力
いただいている方々のおかげです。ありがとうございました。また、私の父のように、皆さまの
献血によって救われる命があることを知っていただけたら嬉しいです。　　　ペンネーム くまこ

   ～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。

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ビル
　　　　　パークジャパン
　　　　　SPS（高さ1.58mまで）
受付時間／午前10時～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

あなたにとって
献血とは？
はたちの献血編

2019年キャンペーンサービス情報

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。
検索山梨県赤十字血液センター

献血Web会員サービス「ラブラッド」会員大募集

季節のキャンペーン(予定)
●七夕●ハロウィン●クリスマス●お正月●バレンタイン

定期的に実施するサービス
●ネイルアート●ハンドトリートメント

※上記のイベントの詳細やその他のイベント・キャンペーンについてはホームページ・
　フェイスブック等でお知らせいたします。

　複数回献血クラブの愛称を｢ラブラッド｣に全国統一し、会員
サイトをリニューアルいたしました。
　会員になると「成分献血の予約がWebで出来る」特典もあり
ます（甲府献血ルームでは平日のみ予約出来ます）。
　その他にも「オリジナルデザインの献血カードに交換できる」
「血液検査の結果通知が早い」「会員限定キャンペーンがある」 
「ポイントが貯まる」等の特典があります。

ラブラッド会員への登録
は、こちらのQRコードを
読み取ると簡単です。

過去の検査データをグラフで
見ることができます。



　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
～2月の期間に開催しています。 
 山梨県では、1月13日(日)にイオンモール甲府昭
和で、はたちの献血の街頭イベントを行いました。
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。

　若年層の献血の輪を広げ、冬季における輸血用血
液の安定確保を目的とした全国学生クリスマスキャ
ンペーンが、「つなごう いのちのバトン」を統一スロー
ガンに行われました。山梨県では12月22日(土)にイ
オンモール甲府昭和において山梨県学生献血推進
協議会による街頭献血キャンペーンを行いました。当
日はクリスマスの飾りつけや、工作などの催しを行い
ました。

　静岡県赤十字血液センターと山梨県赤十字血液
センターでは、両県に共通するシンボルである「富
士山」と献血を結びつけることで、両県民に広く献
血に関する理解と協力を求めるとともに、献血運
動の一層の推進を図ること、また、減少傾向にある
10～30代の献血協力者の確保を目的に、合同イベ
ント『ふじさん献血』を２月23日(土)にイオンモー
ル甲府昭和で実施しました。

協力団体のご紹介 学校法人伊藤学園
甲斐清和高等学校 様
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ョン
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私たち、応援しています！

　学校法人伊藤学園甲斐清和高等学校は、当センター設立当初より献血に
ご協力いただいております。長年の献血推進功労が認められ、平成２年度に
は伊藤学園甲府湯田高等学校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。近年は献血セミナーにも力
を入れていただいており、多くの生徒様にもご協力いただいております。

　本校の母体である学校法人伊藤学園は、「豊かな生活能力を持つ道義
高き人間を育成する」という建学の精神のもと、明治３３年（１９００年）１２月
１日、現在の甲府市相生に「山梨裁縫学校」として創立されました。それぞ
れの時代の要請に対応しながら、今日の「甲斐清和高等学校」へと流れは
続いてきました。建学の精神に立脚した教育は、１１８年が経った現在でも
変わりません。それぞれの科・コースの特性に応じて、生徒１人ひとりの個
性や創造性を尊重し、実社会において、自ら判断し主体性を持って生きて
いく力を体得できるような指導を行っています。

　学校法人伊藤学園 甲斐清和高等学校　生徒会主任 大澤様より

　イオンモール甲府昭和では、2011年の開店当初より、敷地内での献血
活動に協力させていただいております。これまでの活動では、のべ4,743
名の方に、お買い物の際やお待ち合わせまでの空き時間などにご協力い
ただいております。たくさんのあたたかいご協力に、この場を借りて御礼
申し上げます。
　イオンモール甲府昭和は、2019年3月に開店8周年を迎えます。みなさ
まのあたたかいご協力により、輸血を必要とされる方がおひとりでも多く 
救われるよう、また、その活動をより身近なものに感じていただけるよう、
これからもイオンモール甲府昭和は献血活動に協力いたします。
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