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ヴァンフォーレ甲府　コラボ献血!!
　リレー・フォー・ライフ・ジャパン2021甲府山梨県赤十字血液センター 検索

甲府献血ルーム
グレープからのお知らせ

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。

　遠方に住む母が「急性骨髄性白血病」と診断され1年と半年が過ぎようとしています。｠
　この間、計35回の輸血で命をつないで頂いています。月に1度、母の輸血に付き添う間を
ぬって、私自身が近くの献血ルームで献血に協力しています。｠
　母の病気で輸血の大切さ、献血の大切さを同時に知り得る事が出来、沢山の方々に日々
感謝しております。｠ ペンネーム　奄美のプリン　様

★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。）

血液を安定的に確保するとともに、献血していただく方を
長時間お待たせすることなく、快適に献血をしていただくため、

2021年10月より、毎月最初と最終土曜日・日曜日を
成分献血のみ予約者限定日とさせていただきます。
※全血献血は、ご予約いただいていない場合でも、ご協力いただけます。
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献血についての情報を随時発信中！

ありがとう献血ありがとう献血

[ Like flow of a river ]

あなたにとって献血とは？
小瀬スポーツ公園 編

成分献血予約者限定日のお知らせ

成分献血予約者限定日の
予約設定時間

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３F～５F/ 近隣のパークジャパン
 　上記駐車場をご利用の際は駐車券をご持参ください！
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

※通常日より増枠しています

予約献血について
献血Ｗｅｂ会員サービス「ラブラッド」に会員登録すると
お好きな会場、日時を選択の上、ご予約いただくことが可能です。
献血バス会場でも献血のご予約をお願いしております。
※献血バスでのご予約は400ｍL献血のみとなります。

会員登録・予約はこちらから
ラブラッド
https://www.kenketsu.jp

Facebook
Twitter 
やってます。

山梨
県赤
十字血液センター



協力団体のご紹介 テルモ株式会社 甲府工場 様

河口湖ショッピングセンターベル 様　　　

会場SNAP

私たち、応援しています！　　　  

　テルモ株式会社甲府工場様は、昭和58年より毎年献血にご協力いただいております。
昨年からのコロナ禍での献血にあっては、テルモ株式会社として全社的なご協力をいた
だき、甲府工場様では年間3回の献血で200名以上のご協力をいただきました。
　テルモ株式会社甲府工場様の長年の献血推進功労が認められ、平成12年度の厚生大
臣感謝状に続き、本年度は厚生労働大臣表彰を受賞されております。

　お陰様で今年、テルモ(株)は創立100周年を迎えました。その節目の年に表彰して
頂き心より感謝申し上げます。「医療を通じて社会に貢献する」という企業理念のも
と、テルモ(株)甲府工場では医療機器・医薬品を製造しています。現在のコロナ禍に
おいても医療現場への製品供給を止めない為、感染対策に取り組みながら操業を
継続しています。最近話題になったワクチン接種用シリンジも供給しています。当事
業所では日本赤十字社様のご協力のもと社内献血を年に３回、献血を通じて医療に
貢献できるよう参加しています。また、社内事業所間での情報共有を通じて、献血実
施の様子や年間目標を掲げ『社内献血メーター』で献血協力人数を紹介するなど全
社で献血活動を積極的に推進しています。
　今後も、医療の分野において価値ある製品とサービスを提供するとともに、献血
活動を通じて社会に貢献してまいります。

　　　　　　　　テルモ株式会社 甲府工場  衛生管理室　土屋光子 様

　河口湖ショッピングセンターベルでは、毎年、献血活動のご協力を行ってきました。
昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大により、十分な血液の供給が危ぶまれているとの切迫した
事情をお聞きし、感染症対策を徹底したうえで今年度も献血活動へご協力させて頂きました。かねて
より地元のお客様や従業員の皆様のご理解ご協力もあり、これまで継続して献血活動を実施させて
頂いております。献血にご協力頂きましたお客様にはこの場をお借りしてお礼申し上げます。先の見
えない新型コロナウイルス感染症の拡大や全国各地で経験したことのない大雨が降るなど、多種多
様な災害への不安が尽きない中でも、地域社会を支えるライフラインとしての自覚を持ち、持続可能
な社会の実現へ向けて貢献していくと共に献血活動につきましても引き続きご協力させて頂けると
幸いでございます。　　　　　　　　　　  河口湖ショッピングセンターベル　　社長　中村司朗 様

　毎年3月に郡内地域の定例の献血会場として、店舗をご提供いただいております。また、昨年から続くコロ
ナ禍での献血においては、時期を問わず臨時の献血会場としてご協力いただきました。社員の皆様による献
血に加え、店内放送による献血の周知など、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

ヴァンフォーレ甲府
コラボ献血!!

　ヴァンフォーレ甲府と連携し、8月21日(土)のホームゲーム
に合わせて小瀬スポーツ公園で献血を行いました。
　コロナ禍によるスタジアムへの入場者数制限の実施に加
え、まん延防止等重点措置の期間での献血となりましたが、
ヴァンフォーレ甲府サポーターを中心に44名の方にご協力
いただきました。
　今年は新井涼平選手にご協力いただき、オリジナルクリア
ファイルとポスターを作成しました。この日献血にご協力い
ただいた方全員にオリジナルクリアファイルとポスターを、
さらに抽選で「新井涼平選手のサイン色紙」、「カチアメ」、「保
冷バッグ」のいずれかをプレゼントしました。

　がん患者さんやそのご家族を支援し、地域全体でがんと向き合い、がん征圧を目
指すことを目的とした、リレー・フォー・ライフ・ジャパン２０２１甲府に併せて８月２７
日（金）に山梨赤十字会館において献血を実施しました。
　当日は、山梨県立大学の学生や職員の方を中心に献血にご協力をいただき、献血
協力者と患者さんをつなぐ活動として、来場者に患者さんへの応援メッセージの募
集や、患者さんから献血協力者への感謝のメッセージの展示を行いました。
　当初の会場であった、山梨県立大学池田キャンパスでは、新型コロナウイルス感染
症の影響により、現地開催が中止となり、一部オンライン開催に変更されましたが、
血液センターからは杉田所長が参加し、学生に対して小児の血液がんと献血に関す
る講演をオンラインで行いました。

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2021甲府

山梨県損害
保険代理業

協会

郡内支部

ヴァンフォーレ甲府は献血活動を応援しています。みなさん献血にご協力をお願いします。

ヴァンフォーレ甲府
#8新井 涼平

400mL献血は男性が17歳から、女性が18歳から69歳まで可能です。　※65歳以上の方は60～64歳の間に献血経験がある方に限ります。

献血カードをお持ちの方は、
ラブラッド（献血Web会員サービス）から

献血のご予約が可能です。

山梨県甲府市池田1-6-1
tel.055-251-5891
https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/yamanashi/
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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

※通常日より増枠しています

予約献血について
献血Ｗｅｂ会員サービス「ラブラッド」に会員登録すると
お好きな会場、日時を選択の上、ご予約いただくことが可能です。
献血バス会場でも献血のご予約をお願いしております。
※献血バスでのご予約は400ｍL献血のみとなります。

会員登録・予約はこちらから
ラブラッド
https://www.kenketsu.jp

Facebook
Twitter 
やってます。

山梨
県赤
十字血液センター




