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藤沢市秋葉台体育館
平成 27 年 4 月 4 日 土

祝 藤沢市市政施行75周年記念ありがとう！献血！

企業・団体、グループによる献血を募集しております。
献血バス配車のご用命は、神奈川県赤十字血液センター推進課まで

046-228-9907
kng-suishin@ktks.bbc.jrc.or.jp



■主催　　大相撲藤沢場所実行委員会

■協力　　日本赤十字社神奈川県支部、公益財団法人日本相撲協会、
　　　　　神奈川県赤十字血液センター

■後援　　株式会社ジェイコム湘南、富士興業株式会社、株式会社湘南営繕協会、
　　　　　湘南アーキテクチュア株式会社、藤沢市赤十字奉仕団、
　　　　　日赤紺綬有功会藤沢支会、湘南台商店連合会
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大相撲藤沢場所
　 献血キャンペーンの御礼

　去る、4月4日土曜日に開催されました第23回大相撲藤沢場所において、第10回目の

献血キャンペーンを開催させていただきましたところ、好天に恵まれ、577名の方に受

付いただき、478名の方から献血のご協力をいただくことができました。心よりお礼申

し上げます。

　最上勧進元や吉川県副知事、6市1町の首長さん方にも献血に対する熱いご支援メッ

セージをいただき、血液センター職員一同、感激しております。

　毎年、藤沢で実施されるこの献血キャンペーンは10年連続となり、県内最大の献血

活動となっております。

　また今回は、最上勧進元によりご紹介いただいた株式会社Ｊ-ＣＯＭ湘南様及び株式

会社門倉組様にも、バス2台を配車し献血のご協力をお願いいたしました。

　9百万を超える人口を抱える神奈川県は、毎日800人～900人の献血が必要です。特

に4月の初めは、年度がわりの為献血にご協力いただくことが難しい時期でもありま

す。したがって藤沢場所での献血活動は血液製剤の在庫の安定的な確保に大変大きな

力となっています。

　来年もまた是非このような催しを続けさせていただけるようお願い申し上げご挨拶

とさせていただきます。

　平成27年4月

神奈川県赤十字血液センター
所　長　永　島　　 實
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以下、献血協力団体の皆さま（五十音順・敬称略）　121団体
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株式会社 アイホー 横浜営業所
株式会社 アシバックス
アットホーム 株式会社
大建塗装工業 有限会社 アライ
株式会社 アルシステム
有限会社 アルステン
有限会社 安藤工業
株式会社 伊藤屋
株式会社 稲木左官工業
有限会社 インタービジョン
株式会社 エイセー美装
株式会社 エレテックコーポレーション
株式会社 大久保恒産
有限会社 大城測建
株式会社 大塚商会 藤沢支店
外装テックアメニティ 株式会社 神奈川営業所
開陽建設 株式会社
株式会社 門倉組
神奈川日産自動車 株式会社
神奈川ビルメンテック 株式会社
株式会社 金沢工業
株式会社 カナジュウ・コーポレーション
神谷コーポレーション 株式会社 伊勢原工場
関東アストモスガス 株式会社
株式会社 キタムラメンテナンス
株式会社 協栄 神奈川支店
株式会社 キリヤマ産業
キリンビールマーケティング 株式会社
株式会社 日下工務店
社会福祉法人 県央福祉会
株式会社 小泉板金
興和産業 株式会社
コカ・コーライーストジャパン株式会社 
小林重機 有限会社
有限会社 齋藤商店
株式会社 相模工業
三恵興業 株式会社
株式会社 サンゲツ 厚木営業所
三晃金属工業 株式会社 横浜支店
株式会社 さんこうどう
株式会社 三和消毒

株式会社 ジェイコム湘南
株式会社 重田工芸
志田硝子建材 株式会社
株式会社 芝田総合住設
商工中金横浜支店
湘南開錠センター
有限会社 湘南建陶
湘南信用金庫藤沢支店
株式会社 湘南建具
湘南台商店連合会
湘南塗創
湘南PAサービス
株式会社 湘南レオテック
株式会社 新永建設
有限会社 シンエイサービス
有限会社 鈴野商店
昴の会
設備リフォーム 株式会社 
創光建設 株式会社 
株式会社 ソーゴー SO湘南
ダイドービバレッジサービス 株式会社 湘南営業所
株式会社 タイヨー
髙橋建工 株式会社 
司法書士・土地家屋調査士 田中明子
株式会社 茶来未
中央カンセー 株式会社 
坪井建築 有限会社 
株式会社 T・F・K
株式会社 東海コピーサービス
株式会社 東華軒
東京ガス株式会社 神奈川支社神奈川住設営業部
東京キリンビバレッジサービス 株式会社
トーコービルシステム 株式会社
戸田建設 株式会社 横浜支店 
有限会社 トップサポート
有限会社 戸原左官店
とんかつ大関 湘南台店
日動警備横浜 株式会社 
株式会社 ニューメディア総合企画
有限会社 ニンテッド
株式会社 ノーリツ 厚木営業所

パープルスワンフォトオフィス
長谷川体育施設 株式会社 
株式会社 長谷川土建
有限会社 ハセヤマ建築
葉山設備工業 株式会社 
ピカサービス
ビルトマテリアル 株式会社  厚木営業所
有限会社 ヒロインテリア
富士興業 株式会社
株式会社 不二サッシ関東 神奈川営業所
公益財団法人　藤沢市みらい創造財団
株式会社 藤沢防災設備
芙蓉工業 株式会社
ポラテック富士 株式会社
松崎司法書士事務所
丸栄コンクリート 株式会社
　　東京支店 神奈川営業所
マルコービルワーク 株式会社
三井住友海上火災保険 株式会社
　　神奈川支店湘南支社
三井住友銀行 藤沢法人営業部
三菱東京UFJ銀行湘南台支社
ミドリ安全 株式会社 藤沢支店
峰尾芳男税理士事務所
株式会社 宮商
有限会社 宮本工業
株式会社 三輪建築設計室
八千代銀行 湘南台支店
有限会社 山武工務店
株式会社 山富士
有限会社 夢工房
横浜銀行 長後支店
横浜信用金庫 湘南台支店
横浜トヨペット 株式会社
横浜菱住 株式会社 大和営業所
株式会社 吉野屋
有限会社 ライク・ア・ウッド
株式会社 レンタルのニッケン
YKKAP 株式会社 藤沢支店
株式会社 ワイビーケー
株式会社 若林工務店

ご協力いただきました皆さま！ありがとうございます！実施報告
献血受付者数

平成18年から今回で10回目、通算で 3,154名 合計1,205リットルご協力いただきました!

577 名
採  血  者  数 478 名 183 リットル

キャンペーンセレモニー

寄贈車両の展示

神奈川県赤十字血液センター
所長　永島　實

最上勧進元の司会のもとセレモニーが進行
神奈川県副知事、神奈川県赤十字血液センター所長、藤沢市副市長、茅ヶ崎市長、大和市副市長、綾瀬市長、海老名市長、
座間市福祉部長、寒川町長より挨拶

心肺蘇生・ＡＥＤ体験コーナー

日本赤十字社神奈川県副支部長
（神奈川県副知事）　吉川 伸治

勧進元
最上 重夫




