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山梨県赤十字血液センター

ココリビル ファース甲府ビル
移転しました

[ Like flow of a river ]

あなたにとって献血とは？
献血ルーム 編

山梨県赤十字血液センター 検索

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。

私は献血する側、輸血される側、両方経験しています。
今は病気のため二度と献血はできなくなってしまいました。 ｠
輸血を受けてみて、自分の血が誰かの役に立っていた、と思うと同時に、誰かの血で助けて
もらえた感謝の気持ちがわいてきました。 
私は白血病なので１０回以上の輸血を受けています。その度に顔も名前もわからない献血を
して下さった方 に々心の中で「ありがとうございます」とお礼していました。 
ドリンクや景品目当てでもかまいません。 どこかで誰かの命をつないでいます。 
本当にありがとうございました。
 みなさんのおかげで 今、とても元気です。

★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。
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。）

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

Facebook
Twitter 
やってます。

山梨
県赤
十字血液センター

日本赤十字社では、「献血」をサポートしていただける企業や団体を募集しています。 

医療に必要な血液を献血によって安定的に確
保するために、献血に積極的に協力していた
だける企業・団体のことを 「献血サポーター」と
いいます。 国民の医療を支える献血のさらな
る推進を図っていただき、また、社会貢献活動
である献血活動を国民に広くPRする機会とし
て「献血サポーター」にご参加ください。

献 血 サポーター

参加企業・団体は、「献血サポーター」の目的を
達成するために、献血活動の具体的な行動を
計画し、特に4つの行動に重点を置いて活動し
ます。

活 動 内 容

献血サポーターに関するお問い合わせ先
山梨県赤十字血液センター献血推進課（TEL 055-251-5891)
参加申し込みについては二次元バーコードをご覧ください。

「献血サポーター」となった企業・団体には、「献立サポーター」ロゴマークを
日常の企業活動等において活用していただくことができます。

□献血できる体調・健康を
　維持しておこう!
 □緊急時に血液が不足

　した時に積極的に
　協力・支援しよう!


□献血への協力・支援を
　呼びかけよう!
 □年1回以上の献血に

　協力または支援しよう!


移動献血バスは日頃、様 な々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♪

協力団体のご紹介 峡南広域行政組合消防本部 様

一般社団法人 都留青年会議所 様

会場SNAP

私たち、応援しています！　　　  

　峡南広域行政組合消防本部様は、昭和62年より通算27年にわたり献血にご協力
いただいております。近年は、特に献血バスのご協力が得にくい年度始めにあたる
4月の第一営業日に献血を実施いただいています。長年の献血推進功労が認めら
れ、平成21年度には山梨県知事表彰を、令和4年度には厚生労働大臣感謝状を受賞
されております。

　峡南広域行政組合消防本部は、山梨県の南西部に位置しており、市川三郷町、
富士川町、身延町、早川町、南部町の5町で構成されています。当消防本部の管
内は南北に約45㎞東西に約35㎞の長さがあり、その面積は関東地区の消防本
部では指折りの広さとなっております。
　当消防本部の消防職員数は124名で、職員一人一人が高い意識を持ち、管内地
域住民が笑顔で毎日を送れるよう安全・安心なまちづくりをめざし、職員一丸と
なり日々の業務に努めております。
　そのような日々の業務の中でも献血の重要性は常に感じており、毎年4月の
献血には多くの職員が協力させていただいております。今後も引き続き地域社
会への貢献の一環として、本活動に対しまして積極的に取り組んでまいります。

　　　　　　 峡南広域行政組合消防本部 庶務課長 武田真一  様

　一般社団法人都留青年会議所では、毎年7月に献血活動にご協力させていただいて
います。
　明るい豊かな社会の実現を掲げ地域の皆様と共に55年間歩みを進めてきた我々
都留青年会議所において、献血事業は一番長く行なってきた事業となります。実施に
関しては地域の消防団、商工会議所青年部の皆様にもご協力をいただき、献血には多
くの地域住民の皆様に毎年足を運んでいただいております。
　先行きが不透明な今、持続的な地域発展において地域の方のご協力は欠かせませ
ん。地域団体の皆様、また多くの地域住民の方と共に地域貢献、社会貢献を感じる事
ができる献血事業の機会を毎年いただいております山梨県赤十字血液センターの皆
様には感謝いたしますとともに、これからも地域青年団体として共に地域貢献、社会
貢献に取組んでまいりたいと思います。

一般社団法人都留青年会議所 第55代理事長 森屋真一郎 様
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甲府献血ルーム「グレープ」が
移転しました！

普段は全開にしてお迎えします！

自動販売機も新しくなりました！

ベッド数は変わりません！

甲府市中央２丁目9-21 ファース甲府ビル2F
ＴＥＬ：０５５-２３５-３１３５

ファース甲府案内

移転 先

　2012年9月13日にココリビルの2Fに
開所し、まもなく10年というところでし
たが契約更新がかなわず、この度の移転
の運びとなりました。
　2022年8月28日で一度閉所し、5日間
の移転準備期間をいただき、9月3日、甲
府市中央のファース甲府ビルの2Fに移転
オープンしました。
　オープン当初から多くの皆様に献血に
ご協力いただき、とても良いスタートを
切ることができました。
　これまでのように商業ビルの一角では
なく、献血のためにお越しいただかなく
てはならない場所ではありますが、今後
とも変わらぬ献血へのご理解とご協力を
お願い致します。
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採血室

北杜市立甲陵
高等学校

富士吉田ライ
オンズクラブ
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活 動 内 容

献血サポーターに関するお問い合わせ先
山梨県赤十字血液センター献血推進課（TEL 055-251-5891)
参加申し込みについては二次元バーコードをご覧ください。

「献血サポーター」となった企業・団体には、「献立サポーター」ロゴマークを
日常の企業活動等において活用していただくことができます。

□献血できる体調・健康を
　維持しておこう!
 □緊急時に血液が不足

　した時に積極的に
　協力・支援しよう!


□献血への協力・支援を
　呼びかけよう!
 □年1回以上の献血に

　協力または支援しよう!
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山梨県赤十字血液センター

ココリビル ファース甲府ビル
移転しました

[ Like flow of a river ]

あなたにとって献血とは？
献血ルーム 編

山梨県赤十字血液センター 検索

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。

私は献血する側、輸血される側、両方経験しています。
今は病気のため二度と献血はできなくなってしまいました。 ｠
輸血を受けてみて、自分の血が誰かの役に立っていた、と思うと同時に、誰かの血で助けて
もらえた感謝の気持ちがわいてきました。 
私は白血病なので１０回以上の輸血を受けています。その度に顔も名前もわからない献血を
して下さった方 に々心の中で「ありがとうございます」とお礼していました。 
ドリンクや景品目当てでもかまいません。 どこかで誰かの命をつないでいます。 
本当にありがとうございました。
 みなさんのおかげで 今、とても元気です。

★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。
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。）

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

Facebook
Twitter 
やってます。

山梨
県赤
十字血液センター

日本赤十字社では、「献血」をサポートしていただける企業や団体を募集しています。 

医療に必要な血液を献血によって安定的に確
保するために、献血に積極的に協力していた
だける企業・団体のことを 「献血サポーター」と
いいます。 国民の医療を支える献血のさらな
る推進を図っていただき、また、社会貢献活動
である献血活動を国民に広くPRする機会とし
て「献血サポーター」にご参加ください。
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参加企業・団体は、「献血サポーター」の目的を
達成するために、献血活動の具体的な行動を
計画し、特に4つの行動に重点を置いて活動し
ます。
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献血サポーターに関するお問い合わせ先
山梨県赤十字血液センター献血推進課（TEL 055-251-5891)
参加申し込みについては二次元バーコードをご覧ください。

「献血サポーター」となった企業・団体には、「献立サポーター」ロゴマークを
日常の企業活動等において活用していただくことができます。

□献血できる体調・健康を
　維持しておこう!
 □緊急時に血液が不足

　した時に積極的に
　協力・支援しよう!


□献血への協力・支援を
　呼びかけよう!
 □年1回以上の献血に

　協力または支援しよう!





