
 

 

２０20 年 9 月 28 日 

ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区 

キャビネット役員           各位 

クラブ会長・幹事・メンバー 各位 

ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区 

地区ガバナー  進 藤 義 夫 

GST 献眼・献腎・献血・骨髄移植委員会

委員長    Ｌ 柳 井 健 一 

2021 年１月２日・３日に行う増上寺献血活動への参加協力のお願い 

 

拝啓 秋冷の候、メンバーの皆様におかれましては益々ご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。 

平素より献血（献眼・献腎・骨髄移植含む）活動に対しましてご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 

さてこの度、日本赤十字社(東京都赤十字血液センター)様より、引き続き献血活動・骨髄ドナー登録活動

の協力要請を受けました。 

献血活動への協力は不可欠であり不要不急 の外出には当たりません。医療をさえるために必要となります。 

輸血用血液の確保が困難な時期であり、ライオンズクラブ国際協会 330-A 地区としては、増上寺様の

ご協力を賜り、境内にて新年のアクティビティとして実施させていただくこととなりました。 

新型コロナウイルス感染症に対する安全対策としては、うがい、手洗いハンドソープと消毒液と体温計の

常備、マスク着用、フェイスガードによる飛沫感染予防と、十分な距離を保ち活動をおこないます。 

また屋外での活動の為、風邪予防の寒さ対策として、ダウンジャケットの着用と手袋、ホッカイロ持参を

お願い致します。 

また、「３３０-Ａ地区アクティビティ・コンペティションの対象」となりますので、クラブ単位での申込

をお願いします。 

年明け早々のご多用の折、誠に恐縮でございますが、ご支援ご協力頂けますようお願い申し上げます。 

当日、参加も大歓迎ですのでよろしくお願い致します。 

敬具 

記 

１．日 時     2021年 1月 ２日(土)・3日(日) 雨天決行 

実施時間 午前 10時00分～11時30分  

午後 13時00分～16時00分 

２．場 所     増上寺境内  東京都港区芝公園４－７－３５  

集合場所は、別紙添付資料「バス等配置図」受付店テント前となります。 

 
クラブ単位でのお申込となりますので、別紙『2021年増上寺献血活動参加申込書』にご記入のうえ 

12月10日までにFAX返信お願い致します。（３３０-Ａ地区アクティビティ・コンペティション対象） 

ＦＡＸ：０48-658-1178 

 

 

以上 

お問合わせ先 委員長   L 柳井 健一  090-1508-8249 副委員長 L 川島富美子 090-9143-0462 

副委員長 L 大久保英彦 090-4362-2664 副委員長 L 谷合ひろよ 090-3235-4092   

副委員長 Ｌ佐藤 隆造 090-9230-4962 副委員長 L 板東  誠  090-7877-3882 

   副委員長 Ｌ水落 大稔 090-8892-3221 

 



2020年  月  日 

2021年増上寺献血活動参加申込書 

（    Ｒ   Ｚ 東京          ＬＣ） 

実施日 令和3年 1月 ２日(土)・3日(日)  

10時00分～11時30分 ／13時00分～16時00分 

             1 月 ２日(土) 1 月 3 日(日) 

 10:00～11:30 13:00～16:00 10:00～11:30 13:00～16:00 

1 

役職 役職 役職 役職 

氏名 氏名 氏名 氏名 

2 

役職 役職 役職 役職 

氏名 氏名 氏名 氏名 

3 

役職 役職 役職 役職 

氏名 氏名 氏名 氏名 

4 

役職 役職 役職 役職 

氏名 氏名 氏名 氏名 

5 

役職 役職 役職 役職 

氏名 氏名 氏名 氏名 

6 

役職 役職 役職 役職 

氏名 氏名 氏名 氏名 

7 

役職 役職 役職 役職 

氏名 氏名 氏名 氏名 

8 

役職 役職 役職 役職 

氏名 氏名 氏名 氏名 

9 

役職 役職 役職 役職 

氏名 氏名 氏名 氏名 

10 

役職 役職 役職 役職 

氏名 氏名 氏名 氏名 

 

ＦＡＸ送信先：０48-658-1178 



バス×１台、テント×１張り
進入後敷地内にて転回してバックで駐車します
バスの自動天幕を開いて休憩スペースを作ります

お手洗いはこちらを
使用させていただきます
（増上寺会館）

この辺りに看板・アルミテーブル設置、
終日声掛けをさせて頂きます。

令和２年 正月献血 バス等配置図

看板

看板

看板

看板

平成30年実施時（受付テント）



(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者

以下事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただきつつ、
事業の継続を求める。

１．医療体制の維持
・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応もある
ため、すべての医療関係者の事業継続を要請する。
・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売、
献血を実施する採血業、入院者への食事提供など、患者の治療に必要なすべての物
資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。

２．支援が必要な方々の保護の継続
・高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者
（生活支援関係事業者）の事業継続を要請する。
・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係者の
ほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者などが生活する上で必要な物
資・サービスに関わるすべての製造業、サービス業を含む。

３．国民の安定的な生活の確保
・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供
する関係事業者の事業継続を要請する。
① インフラ運営関係（電力、ガス、石油・石油化学・ＬＰガス、上下水道、通信・
データセンター等）
② 飲食料品供給関係（農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・
ネット通販等）
③ 生活必需物資供給関係（家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等）
④ 食堂、レストラン、喫茶店、宅配・テークアウト、生活必需物資の小売関係
（百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター等）
⑤ 家庭用品のメンテナンス関係（配管工・電気技師等）
⑥ 生活必需サービス（ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等）
⑦ ごみ処理関係（廃棄物収集・運搬、処分等）
⑧ 冠婚葬祭業関係（火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等）
⑨ メディア（テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等）
⑩ 個人向けサービス（ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サ
ービス、自家用車等の整備等）

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」より抜粋
(新型コロナウイルス感染症対策本部 最終改正令和２年４月７日)





※1 発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、
関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など

※2「濃厚な接触があった方」とは、次の範囲に該当する方です。
・患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった方
・適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、看護若しくは介護していた方
・患者（確定例）の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い方
・手で触れることの出来る距離（目安として１メートル）で、必要な感染予防策なしで、「患者（確定例）」
と15分以上の接触があった方

（国立感染症研究所 新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要綱参照）

◆ 海外から帰国して「４週間以内」の方

◆ 発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた
新型コロナウイルス感染症を疑う症状（※1）のある方

◆ 新型コロナウイルス感染症（または感染疑い）と診断され

た方と４週間以内に濃厚な接触があった方（※2）

◆ 新型コロナウイルス感染症（または感染疑い）と診断され

た方

◆ 味覚・嗅覚の違和感を自覚する方
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