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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。

★メッセージ募集★　山梨県赤十字血液センターでは、輸血にまつわる体験談を募集しています。
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。
（いただいたメッセージは本誌やＨＰ等に掲載させていただきます。）

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

　会員になると、①オリジナルの献血カードに交換できる②全国どこでも献血予
約可能③ポイントが貯まる④血液検査の結果通知が早い⑤会員限定キャンペー
ン情報が届くなどの特典があります。

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。

https://www.kenketsu.jp/

　甲府献血ルームでは、成分献血と400mL献血の予約を受け付けております。
予約は以下の３つの方法で行うことができます。
①【ラブラッド会員の皆様についてはＷｅｂサイトからの予約】
②【献血ルームへ来場しての予約】 ③【電話での予約】　
※予約によるポイントも追加され、献血でのポイントとの合計で２０ポイントで
　記念品と交換できます。予約による献血をお待ちしております。

検索山梨県赤十字血液センター

◆季節のキャンペーン（予定）
・ハロウィン・クリスマス・年末年始
・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。

甲府献血ルーム
グレープからのお知らせ

[ Like flow of a river ]

ありがとう献血ありがとう献血
　8月30日、山梨県立大学池田キャンパスに献血バスが伺いました。同会場で開催されていた、がん患
者支援・がん征圧チャリティーイベント「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2019甲府」の参加者からいた
だいた、献血ありがとうのメッセージです。

あなたの愛が一人の命を救い
生きるよろこびを与えてくれます。
健康な体を維持し、これからも献血に
ご協力をお願いいたします。

ペンネーム　レッドクロスさま

献血された方からは患者さんへの応援メッセージを頂きました！
集まった応援メッセージは、ポスターにして山梨県内の医療機関へ配布
する予定です。

小出悠太 選手 #22 佐藤和弘 選手 #26

あなたにとって
献血とは？

ヴァンフォーレ甲府編

献血ルームでの献血予約のご案内

ラブラッド会員募集中

キャンペーン・サービス情報



　例年ヴァンフォーレ甲府さまの協力のもと作成
している献血の普及啓発ポスターの撮影の様子を
ご紹介いたします。 今年度は、キャプテン小出悠太 
選手＃22と、副キャプテン佐藤和弘選手＃26にご
協力をいただきました。
　こちらのポスターは献血協力団体、また8月31日
に実施した小瀬スポーツ公園での街頭献血時に配
布しました。
　当日は66名の方にご協力いただきました。

　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「さあ行こう　未来をつなぐ　献血へ」を
キャンペーンメッセージとして実施いたしました。
7月28日にプラチナサポートクラブ及び熱血血ク

協力団体のご紹介 国民健康保険
富士吉田市立病院 様

会場SNAP

私たち、応援しています！　　　

　富士吉田市立病院様は、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9年には山梨県知事表彰を、
今年は厚生労働大臣感謝状を受賞されております。
　また、院長先生には献血バスの検診業務にもご協力をいただいています。

　本院は、昭和23年8月に下吉田町立病院として開設され、昭和26年3月市制施
行に伴い富士吉田市立病院と改称、平成13年5月には現在地に移転し、富士北麓
医療圏唯一の自治体病院として、地域住民の医療ニーズに迅速かつ的確に対応
し、一般医療はもとより、高度医療や救急医療など、不採算部門をも担う中で、自
治体病院としての使命を果たすべく、地域住民から信頼される病院づくりに鋭意
努力しているところです。
　なお、日本赤十字社が実施する血液事業に関しましては、医療機関として、必要
性、重要性を強く感じており、献血活動への協力はもとより検診医の派遣などを
続けています。 

国民健康保険　富士吉田市立病院　管理課　小林　様

　キュア・ラ は甲府市大里町にあるお店で、ブライダルを中心にネイル・ボディアート・エステ・
脱毛等トータル的な美を提供しています。私自身が献血をしたときに、そんなサービスがあった
ら楽しそうと気軽に声をかけたのがきっかけだったのですが、気がついたら１０年ぐらい続けて
いることにびっくりしています。お店にいては出逢えない方々と、お話しながらネイルをするの
がとても楽しいです。ネイルを人にしてもらった事がない方や、もう何年もネイルから遠ざかっ
ている方が大半なので、最初は「私の手なんてネイルしてもね～」なんて消極的な方が多いので
すが、実際にネイルをするととても綺麗になった手に感激していたり、気持ちが明るくなったと
喜んでいる姿を見ると、とても嬉しい気持ちになります。献血という社会貢献されている方々に
少しでも楽しんでもらって、「献血をやって良かったな～」「また献血に来たいな～」と思ってもら
えるように、これからも楽しく続けて行きたいと思います。 

キュア・ラ　保坂あゆみ様より
　

保坂あゆみ様は、甲府献血ルームにおいて10年以上にわたりネイルアートのサービスをボランティアで提供して
いただいており、現在もお忙しい合間を縫って毎月2回続けていただいております。

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♪

（ボディアート・ネイルのお店）　　　
「キュア・ラ」保坂あゆみ 様　　　
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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76名の方にご協力をいただきました。
　7月は移動採血と献血ルームの合計で2,660名
の方にご協力いただきました。
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