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新型コロナウイルス感染症流行拡大を受けて　献血会場における対応
愛の血液助け合い運動

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。

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)
※途中、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

ラブラッド会員サイトはこちら
↓↓↓

　甲府献血ルーム『グレープ』では、血液中の全ての成分を採血する全血献
血と、血漿だけを採血する血漿成分献血の２種類を行っております。　
　成分献血が未経験の方や、いつも４００ｍL献血にご協力いただいてい
て、まだ成分献血しか献血可能日を迎えていないという方、是非一度成分
献血にもご協力いただければと思います。
　コロナ禍での混雑を避けるとともに、献血の所要時間を少しでも短くす
る為、予約をいただいた上での来所をお願いしております。

予約は以下の３つの方法で行えます。　　　　　　　　　　　　
①『ラブラッド』会員サイトから予約
②お電話で予約
③直接、来所いただいて予約
皆様にお会い出来る日を心よりお待ちしております。　　　

検索山梨県赤十字血液センター

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
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。

　元気に生活をしていた子供が突然血液疾患になり入院...。そして、すぐにでも輸血をしなくてはいけ
ない状態と医師から説明がありました。それから退院までの間、治療の為に数えきれないくらいの輸血
をしました。その度に献血をして下さった方々のお蔭で子供の命が繋がっていることを実感していまし
た。全くの関係ない他人の為に協力をしてくださることを本当に感謝しました。
　まだ現在の医学では血液を造ることは出来ていません。輸血用の血液も鮮度が重要です。今まで私自
身も献血を行ったことはありますが、これほど献血の重要性を実感したことがありませんでしたし、血液
疾患の患者さんが多いことも知りました。
　今我が子は退院して元気に生活することが出来ています。本当にご協力頂きありがとうございました。

ペンネーム　ちぃ～ち　さん

～ダブル献血のご案内と予約のお願い～

あなたにとって
献血とは？
献血ルーム編

★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。
山梨県赤十字血液センターのホームページ、または二次元バーコードからメッセージをお寄せください。
（メッセージは本誌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。）

ご協力いただける献血回数
男性

3
女性

2
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年間
24全血

400ml
血漿と
血小板回
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回
まで

回
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血小板成分
献血 1回は
2回分に換算

注意！



　この運動は血液事業を安定的・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
より毎年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。
　今年は『行ってみよう少しの勇気で救える命』をキャン
ペーンメッセージとして実施いたしました。今年は新型コ
ロナウイルスの流行を受け、規模を縮小しながらイオン
モール甲府昭和で街頭キャンペーンを行いました。
　そのような状況下ではありましたが7月23日・24日と実
施したイオンモール甲府昭和での献血では両日合計で126
名の方にご協力いただくことができました。
　なお、7月の1カ月間では、献血バスと献血ルームの合計
で3,373名の方にご協力いただきました。

協力団体のご紹介 株式会社 早野組 様

株式会社 オギノ 様

会場SNAP

私たち、応援しています！　　　

　株式会社早野組様は、平成21年より献血にご協力いただいております。早野組の従
業員様のみならず、グループ会社の従業員様にもご協力いただいており、400mL献血
の推進にもご理解いただいています。
　長年の献血推進功労が認められ、平成26年度には山梨県知事表彰を、令和2年度に
は厚生労働大臣感謝状を受賞されております。

　私たちは、明治20年創業の建設会社です。“地域に根ざした総合建設業として、社会
資本の整備と公共の福祉に貢献することにより、社是「和」の下にお客様・社員・パート
ナー会社などすべての関係者の幸せを達成する”ことを経営理念として日々業務を
行っています。
　近年の異常気象により頻発する自然災害から市民生活を守るため、持続可能な社会
を目指す新しい生活習慣の実現を建物やインフラ整備の面から後押しするため、建設
業に求められることはますます増えていきます。
　これからも私たちは、献血や地域清掃活動などに積極的に参加するとともに真心と
確かな技術で常にお客様に満足していただける製品を提供することで社会に貢献し
てまいります。 株式会社 早野組　総務部 上田雅也 様

　株式会社オギノでは、2016年以来貢川本部の敷地内にて毎年1回、各店の店長や本
部の従業員を中心に献血に協力させて頂いておりました。今年はコロナ禍の影響で血
液が非常に不足しているという事情をお聞きし、本部での献血活動を年 2 回に拡大、
また、甲州店やリバーシティ店、都留店の店舗でも献血活動を実施して頂き、たくさん
のお客様にもご協力を頂きながら、山梨県赤十字血液センター様へ協力できたかと
思っております。献血して頂いたお客様には、この場をお借りしてお礼申し上げます。 
  今後もいつまで続くかわからない「コロナ禍」ですが、株式会社オギノは、お客様と従
業員の安全と安心を最優先に考え、生活に必要な食料品・生活必需品を継続して提供
することが地域の皆様への使命とし、また献血活動につきましても、輸血を必要とされ
る方に届きますよう、微力ながら引き続き協力させて頂きたいと思います。  

株式会社 オギノ　店舗運営部　佐藤博英 様 

　新型コロナウイルス感染症流行拡大の影響で献血会場の中止の申し入れが相次いだ今年の春、
献血会場として店舗駐車場を快くご提供くださったのが、株式会社オギノ様でした。その後も献血
会場として店舗駐車場をご提供くださり、献血の実施に多大なご協力を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♪
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新型コロナウイルス感染症
流行拡大を受けて

　私たちの生活様式さえも一変させた「新型コロナウイ
ルス感染症」は、献血にも多大な影響を与えています。拡
大防止のため実施された高校、専門学校、大学での休校
措置、事業所等では外部業者との接触を制限せざるを得
ず、その結果、献血バスの行先が決まらない日々が続きま
した。
　一方で、献血の報道を目にして、献血ルームや献血バス
の会場に足を運んでいただいた方も非常に多く、皆様の
おかげをもちまして、輸血用血液を滞ることなく、医療機
関へお届けすることができております。
　新型コロナ収束時期は未だ見通せず、今後も厳しい状
況が続くと予想されます。献血会場では感染防止の対策
をとり、安全に献血いただける環境づくりを行っていきま
す。献血は不要不急の外出にはあたりません。全国では、1
日あたり約3,000人の患者さんが輸血を必要としていま
すので、引き続き献血へのご協力をお願いたします。

　献血会場における感染予防対策として来場されたすべ
ての方を対象に検温・手指消毒を実施しています。飛沫感
染予防対策として採血車および献血ルーム内にビニール
カーテンを設置し、常時換気を行っております。
　職員は全員マスクを着用し、献血会場にご来場された
皆様にもマスクの着用をお願いしております。
　なお、献血ルームでは3密を避けるため、事前にご予約
をいただいたうえでの献血をお願いしています。献血の予
約については、裏表紙をご参照ください。

献血会場における対応

3密を避ける献血会場のかたち

手指消毒

検温

ビニールカーテン設置

都留信用組合
本店

＃21　荒木　
翔 選手ヴァンフォーレ
甲府

富士学苑高等
学校



　この運動は血液事業を安定的・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
より毎年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。
　今年は『行ってみよう少しの勇気で救える命』をキャン
ペーンメッセージとして実施いたしました。今年は新型コ
ロナウイルスの流行を受け、規模を縮小しながらイオン
モール甲府昭和で街頭キャンペーンを行いました。
　そのような状況下ではありましたが7月23日・24日と実
施したイオンモール甲府昭和での献血では両日合計で126
名の方にご協力いただくことができました。
　なお、7月の1カ月間では、献血バスと献血ルームの合計
で3,373名の方にご協力いただきました。

協力団体のご紹介 株式会社 早野組 様

株式会社 オギノ 様

会場SNAP

私たち、応援しています！　　　

　株式会社早野組様は、平成21年より献血にご協力いただいております。早野組の従
業員様のみならず、グループ会社の従業員様にもご協力いただいており、400mL献血
の推進にもご理解いただいています。
　長年の献血推進功労が認められ、平成26年度には山梨県知事表彰を、令和2年度に
は厚生労働大臣感謝状を受賞されております。

　私たちは、明治20年創業の建設会社です。“地域に根ざした総合建設業として、社会
資本の整備と公共の福祉に貢献することにより、社是「和」の下にお客様・社員・パート
ナー会社などすべての関係者の幸せを達成する”ことを経営理念として日々業務を
行っています。
　近年の異常気象により頻発する自然災害から市民生活を守るため、持続可能な社会
を目指す新しい生活習慣の実現を建物やインフラ整備の面から後押しするため、建設
業に求められることはますます増えていきます。
　これからも私たちは、献血や地域清掃活動などに積極的に参加するとともに真心と
確かな技術で常にお客様に満足していただける製品を提供することで社会に貢献し
てまいります。 株式会社 早野組　総務部 上田雅也 様

　株式会社オギノでは、2016年以来貢川本部の敷地内にて毎年1回、各店の店長や本
部の従業員を中心に献血に協力させて頂いておりました。今年はコロナ禍の影響で血
液が非常に不足しているという事情をお聞きし、本部での献血活動を年 2 回に拡大、
また、甲州店やリバーシティ店、都留店の店舗でも献血活動を実施して頂き、たくさん
のお客様にもご協力を頂きながら、山梨県赤十字血液センター様へ協力できたかと
思っております。献血して頂いたお客様には、この場をお借りしてお礼申し上げます。 
  今後もいつまで続くかわからない「コロナ禍」ですが、株式会社オギノは、お客様と従
業員の安全と安心を最優先に考え、生活に必要な食料品・生活必需品を継続して提供
することが地域の皆様への使命とし、また献血活動につきましても、輸血を必要とされ
る方に届きますよう、微力ながら引き続き協力させて頂きたいと思います。  

株式会社 オギノ　店舗運営部　佐藤博英 様 

　新型コロナウイルス感染症流行拡大の影響で献血会場の中止の申し入れが相次いだ今年の春、
献血会場として店舗駐車場を快くご提供くださったのが、株式会社オギノ様でした。その後も献血
会場として店舗駐車場をご提供くださり、献血の実施に多大なご協力を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♪

BC
Report

血液センター
   レポート

愛の血液助け合い運動

新型コロナウイルス感染症
流行拡大を受けて

　私たちの生活様式さえも一変させた「新型コロナウイ
ルス感染症」は、献血にも多大な影響を与えています。拡
大防止のため実施された高校、専門学校、大学での休校
措置、事業所等では外部業者との接触を制限せざるを得
ず、その結果、献血バスの行先が決まらない日々が続きま
した。
　一方で、献血の報道を目にして、献血ルームや献血バス
の会場に足を運んでいただいた方も非常に多く、皆様の
おかげをもちまして、輸血用血液を滞ることなく、医療機
関へお届けすることができております。
　新型コロナ収束時期は未だ見通せず、今後も厳しい状
況が続くと予想されます。献血会場では感染防止の対策
をとり、安全に献血いただける環境づくりを行っていきま
す。献血は不要不急の外出にはあたりません。全国では、1
日あたり約3,000人の患者さんが輸血を必要としていま
すので、引き続き献血へのご協力をお願いたします。

　献血会場における感染予防対策として来場されたすべ
ての方を対象に検温・手指消毒を実施しています。飛沫感
染予防対策として採血車および献血ルーム内にビニール
カーテンを設置し、常時換気を行っております。
　職員は全員マスクを着用し、献血会場にご来場された
皆様にもマスクの着用をお願いしております。
　なお、献血ルームでは3密を避けるため、事前にご予約
をいただいたうえでの献血をお願いしています。献血の予
約については、裏表紙をご参照ください。

献血会場における対応

3密を避ける献血会場のかたち

手指消毒

検温

ビニールカーテン設置

都留信用組合
本店

＃21　荒木　
翔 選手ヴァンフォーレ
甲府

富士学苑高等
学校



編集・発行

〒400-0062　甲府市池田1-6-1
TEL　055-251-5891（代）　FAX　055-252-1203
URL  https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/yamanashi/　  

山梨県赤十字血液センター

Contents
♥ BC Report

♥ 協力団体のご紹介　　株式会社 早野組
　　 ♥ 会場SNAP
   　　 ♥ 私たち応援しています！　株式会社 オギノ
        　　 ♥ ありがとう献血・献血ルームグレープからのお知らせetc

No.20
2020.10

新型コロナウイルス感染症流行拡大を受けて　献血会場における対応
愛の血液助け合い運動

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。

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)
※途中、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

ラブラッド会員サイトはこちら
↓↓↓

　甲府献血ルーム『グレープ』では、血液中の全ての成分を採血する全血献
血と、血漿だけを採血する血漿成分献血の２種類を行っております。　
　成分献血が未経験の方や、いつも４００ｍL献血にご協力いただいてい
て、まだ成分献血しか献血可能日を迎えていないという方、是非一度成分
献血にもご協力いただければと思います。
　コロナ禍での混雑を避けるとともに、献血の所要時間を少しでも短くす
る為、予約をいただいた上での来所をお願いしております。

予約は以下の３つの方法で行えます。　　　　　　　　　　　　
①『ラブラッド』会員サイトから予約
②お電話で予約
③直接、来所いただいて予約
皆様にお会い出来る日を心よりお待ちしております。　　　

検索山梨県赤十字血液センター

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
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。

　元気に生活をしていた子供が突然血液疾患になり入院...。そして、すぐにでも輸血をしなくてはいけ
ない状態と医師から説明がありました。それから退院までの間、治療の為に数えきれないくらいの輸血
をしました。その度に献血をして下さった方々のお蔭で子供の命が繋がっていることを実感していまし
た。全くの関係ない他人の為に協力をしてくださることを本当に感謝しました。
　まだ現在の医学では血液を造ることは出来ていません。輸血用の血液も鮮度が重要です。今まで私自
身も献血を行ったことはありますが、これほど献血の重要性を実感したことがありませんでしたし、血液
疾患の患者さんが多いことも知りました。
　今我が子は退院して元気に生活することが出来ています。本当にご協力頂きありがとうございました。

ペンネーム　ちぃ～ち　さん

～ダブル献血のご案内と予約のお願い～

血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血血
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。

あなたにとって
献血とは？
献血ルーム編

★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。
山梨県赤十字血液センターのホームページ、または二次元バーコードからメッセージをお寄せください。
（メッセージは本誌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。）

ご協力いただける献血回数
男性

3
女性

2
男性・女性

年間
24全血

400ml
血漿と
血小板回

まで
回
まで

回
まで

血小板成分
献血 1回は
2回分に換算

注意！


