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緊 急 

献血協力のお願い 

拝啓 、残寒の候、貴ライオンにおかれましてはますますご清祥のこととお慶

び申し上げます。また、日頃は献血活動につきまして多大のご協力を賜り厚く

御礼申し上げます。  

 さて、昨日 20 日に東京都赤十字血液センターより、「新型コロナウィルス

の影響により予定された献血会場が中止になり、又今後も同様に中止になるこ

とが予想されており、現在の状況から、４００ｍｌで６５０名分の不足が懸念

されていると連絡を頂きました。 

東京都内のみならず、全国的にこのまま推移をすると備蓄量を割り、全ての血

液型で安定供給に影響が 出る恐れがあります。  

つきましては、ご多用のところ誠に恐縮でございますが、貴クラブ会員の皆様、

ご家族及び従業員の皆様等、周辺の方々に献血のご協力をお願い申し上げます。  

 なお、ご協力に際しては、東京都内 13 箇所に献血ルーム御座いますので、

いずれかの場所に足を運んで頂けましたらと思っております。 

 献血に際しては、貴ライオンズクラブからの依頼献血である旨、受付にお申

し出頂くか、添付の案内をご持参いただくと、ご協力状況をご報告させていた

だきます。 

是非 皆様方のご理解と献血にご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上

げます。 

 また、献血アクティビティの実施を予定しているクラブにおかれましては、

万全な体制を整えておりますので、極力中止を避けて頂きますよう重ねてお願

い申し上げます。 

敬具 



緊急の献血ご協力のお願い

令和２年２月２０日

３３０‐A地区ライオンズクラブの皆様へ

東京都赤十字血液センター

いつも大変にお世話になっております。

現在、「新型コロナウイルス」は献血にも大きな影響を及ぼしております。

ここ２、３日の間だけで、実施を予定していた１３の献血会場が急遽中止になりました。

他にも、実施を予定通り実施するか否かを検討されている会場も複数ございます。

２月２０日現在、代替会場を確保して対応しておりますが、中止となった会場で予定していた

献血ご協力者数のうち、400ｍL献血で約６５０名分について取り戻せる見込みが未だたっていな

い状況です。また、今後も中止の会場が発生することを懸念しております。

引き続き最善を尽くしてまいりますが、３３０‐A地区ライオンズクラブの皆様のご協力を賜れれば

非常に助かります。

つきましては、大変に恐縮でございますが、下記内容につきましてご協力とともに特段のご配慮

をいただけますよう、どうか何卒宜しくお願い致します。

（１）３月３１日までの期間で都内献血ルーム（裏面）でのご協力

※ご本人様の他に、友人、知人、お知り合いの方も是非お願い致します。

（２）これから実施を予定しているライオンズクラブ様主催（協力）の献血会場につきましては、

極力実施をしていただくお願いと、1人でも多くの方のご動員のお願い。

（３）緊急で献血にご協力をしていただける会場や団体等のご紹介。

※血液センター連絡先：献血推進課推進係 ０３－５２７２－３５２３ （土・日・祝を除く 9：00～17：00）

＜献血に際してのお願い＞

○献血ルームでご協力を頂く際は、本資料の下部にございます「ご記入欄」に必要事項をご記入のうえ本資料をご持参

く ださい。（後日集計・ご報告を致します）

＜留意事項＞

献血には所定の要件を満たすことが必要で、場合によっては献血できない場合があります。日本赤十字社ＨＰ「献血をご

遠慮いただく場合」をご覧のうえ、お越し願います。

※ご不明な場合は東京都赤十字血液センター献血推進課推進係にお問合せください。

＜◎健康管理にお役立てください＞

日本赤十字社では、献血にご協力いただいた方への感謝の気持ちとして、７項目の生化学検査成績と８項目の血球計数検査成績

（血液検査サービス）について希望者に献血後2週間程度で親展（書簡の郵便）にてお知らせします。服薬した方 ●現在、病院等で

通院治療中の方 ●直近３日以内に歯科治療を受けた方

●過去に輸血治療を受けた方 ●海外より帰国後４週間以内の方

～ 患者さんの『命』と、患者さん・ご家族・周りの方々の『笑顔』を支えるために ～

ご記入欄（下記2か所にご記入ください）

ライオンズクラブ名 ご来場人数（本人含む）

初回・再来・その 献血ルーム名：センター側

記入欄 ４００・２００・PC・PPP・受付のみ 献血日： 月 日



2019/10/1現在

【新宿東口駅前】

新宿区新宿3-25-1
ヒューリック新宿ビル10階
（JR新宿駅東口徒歩２分）

☎03-6380-0635

★定休日12/31,1/1

◆成分献血
10:00～
17:00

◆400・200mL

10:00～
18:30

【有楽町】

千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館6階
（JR有楽町駅京橋口前）

☎03-3213-8666

★定休日12/31,1/1

◆成分献血
平日10:00～
17:00
土日祝9:30
～17:00
◆400・200mL

平日10:00～
18:30
土日祝9:30
～18:30

【新宿ギフト】

新宿区新宿3-18-1
丸井新宿東口ビル9階
（JR新宿駅東口徒歩３分）
☎03-6380-0331

※セキュリティの関係上、９階に
　上がれるのは10:00以降です。
★定休日12/31,1/1

◆成分献血
10:15～
12:00
14:00～
17:00

◆400・200mL

10:15～
12:45
14:00～
18:00

【akiba:F】

千代田区外神田1-16-9
朝風二号館ビル5階
 （JR秋葉原駅電気街口徒歩1分）

☎03-3251-8201

★定休日12/31,1/1

◆成分献血
9:00～16:30

◆400・200mL

9:00～17:30

【新宿西口】

新宿区西新宿1丁目
西口地下街1号
 （JR新宿駅西口地下街）
☎03-3348-1211

★定休日12/31,1/1

◆成分献血
　 実施なし

◆400・200mL

11:00～
12:45
14:00～
18:45

【feel】

東京都墨田区押上1-1-2
東京スカイツリータウン・ソラマ
チ10階
☎03-6456-1972

※セキュリティの関係上、10階に
　上がれるのは10:00以降です。
★定休日12/31,1/1

◆成分献血
10:00～
11:30
13:30〜
17:00

◆400・200mL

10:00～
12:15
13:30〜
17:45

【都庁】

新宿区西新宿2-8-1
都議会議事堂地下1階
 （東京都庁庁舎

　　都議会議事堂地下1階）

☎03-3343-2231

★定休日：土日祝,12/29～1/3

◆成分献血
10:00～
12:00
14:00～
17:00

◆400・200mL

10:00～
12:45
14:00～
17:45

【吉祥寺タキオン】

武蔵野市吉祥寺本町1-15-2
ダイヤバローレビル8階
（JR吉祥寺駅北口前）

☎0422-21-9000

※土日祝日は昼中断なし。
★定休日12/31,1/1

◆成分献血
10:00～
12:00
14:00～
17:00

◆400・200mL

10:00～
12:45
14:00～
17:45

【ハチ公前】

渋谷区道玄坂2-3-2
大外ビル6階
☎03-3476-2880

★定休日　ビル休館日、
　　　　　　　12/31,1/1～2

◆成分献血
平日10:00～
17:00
土日祝9:30
～17:00
 
◆400・200mL

平日10:00～
18:30
土日祝9:30
～18:30

【立川】

立川市曙町2-7-17
丸井・井上共同ビルB1階
（JR立川駅北口徒歩2分）

☎042-527-1140

★定休日　ビル休館日、
12/31,1/1

◆成分献血
10:00～
17:00

◆400・200mL

10:00～
17:45

【池袋ぶらっと】

豊島区東池袋1-12-8
フジキビル3階
（JR池袋駅東口徒歩3分）

☎03-5950-3000

★定休日12/31,1/1

◆成分献血
10:00～
17:00

◆400・200mL

10:00～
18:30

【まちだcomfy】

町田市原町田6-3-3
町映ビル7階
（小田急町田駅前）

☎042-732-8494

★定休日12/31,1/1

◆成分献血
9:30～11:30
13:30～
16:00

◆400・200mL

9:30～12:15
13:30～
17:15

【池袋い～すと】

豊島区東池袋1-1-4
タカセセントラルビル8階
 （JR池袋駅東口徒歩1分）
☎03-3988-9000

※土日祝日は昼中断なし。
★定休日12/31,1/1

◆成分献血
9:30～11:00
13:00～
16:30

◆400・200mL

9:30～11:45
13:00～
17:15

「問合せ先」東京都赤十字血液センター献血推進課推進係　　Ｔｅｌ：03-5272-3523（土・日・祝を除く　9：00～17：00）

東京都内には

１3か所の献血ルームがあります


