
 

献血のご協力について（依頼） 

 

令和 5 年 2 月 3 日 

一般社団法人  

岡山県トラック協会 会長様 

岡山県赤十字血液センター 

 

平素より献血の推進につきましては、格別のご配慮を賜り厚くお礼申し上

げます。 

ご承知のとおり、岡山県では移植医療をはじめ、全国的にも多くの先進医

療がなされており、多くの患者さんが治療をされています。 

しかしながら現在、新型コロナウイルスの流行により、全国的に献血の中

止が相次いでおります。岡山県も例にもれず、昨年から多くの献血会場が実

施不可能となり、献血者の減少が懸念されております。 

ただ、このコロナ禍の状況でも、他に代わるもののない輸血医療は継続し

なければならず、献血によって必要な輸血用血液を安定的に確保し、患者さ

んに届けなければなりません。 

つきましては、ご多忙のこととは存じますが、輸血を支える唯一の方法で

ある献血を皆様のご協力で支えていただきたく、下記のとおりご協力を賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

記 

１．期 間  令和 5 年 3 月 1 日（水）～令和 5 年 4 月３０日（日） 

２．場 所  ①献血ルームうらら 

       ②献血ルームももたろう 

       ③県内実施の献血バス会場 

      （なお「岡山県トラック協会献血ＤＡＹ」として、３月 21 日（火）にシネマタ

ウン岡南、イオンモール倉敷、イオンモール津山の３カ所で一般の方も参加

して頂ける献血を実施いたします。） 

３．備 考  可能な限り別紙紹介状をお持ちの上ご来場ください。 

（献血ルームの開所時間、および献血バス実施場所に 

つきましては別紙紹介状をご覧ください） 



令和５年２月２１日 

会員事業者 各位 

(一社)岡山県トラック協会 

 

献血協力のお願い 

このたび、別添のとおり、岡山県赤十字血液センターから岡山県

トラック協会に対して、献血の協力依頼がありました。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、献血協力者が減少し、

輸血用血液の確保に苦心されている状況であることから、会員事業

者の皆様には献血への積極的なご協力をお願い申し上げます。 

岡山市内の献血ルームや、イオンモール倉敷、イオンモール津山

など県内各会場での献血バスでの献血におきましては、特別に「紹

介状式」献血事業として、別紙の紹介状（コピーして皆さんでお使

いください。）を持って献血していただいた方に、トラック協会から

の記念品（トラック協会オリジナル木製スマホスタンド）を用意し

ています。 

紹介状での献血実施期間を３月１日～４月３０日までの２か月

間設定していますので、岡山、倉敷、津山方面へお出かけの際、ま

た、献血バスを見かけられましたら、ご協力をお願いいたします。 

なお、おかやまトラック輸送情報３月号(３月１日発行)に、記事を

掲載するほか、当協会ホームページにも載せていますので、こちら

もご覧ください。 



 
岡山県トラック協会 献血紹介状 受付の際にお渡しください 

岡山県トラック協会     岡山県赤十字血液センター 

・会社名                      （岡山・倉敷・備中・美作・備前） 

・お名前            ・性別（男）（女） 

・献血日：令和 5年   月   日（   ） 

 

 

 

「岡山県トラック協会」献血実施期間 

令和 5年 3月 1日（水）～4月 30日（日） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

献血ルームうらら（血液センター）     献血ルームももたろう 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

献血ルーム以外（移動採血車）の実施会場 3月・4月実施は裏面をご覧ください 

職員記入欄 

採血場所 採血種類 
初回 

中止理由 

・うらら ・400mL  

・ももたろう ・血小板 
再来 

・移動採血 ・血漿 

●献血ルームまたは献血バス（イオンモール倉敷・津山等）で献血された
方には記念品（トラック協会オリジナル木製スマホスタンド）がございます。

献血バスの日程については裏面をご覧ください。（3月 21日（火）は「岡山

県トラック協会献血 DAY」です。お誘い合わせの上お越しください。） 

 

 

※65歳～69歳の方については 

60歳～64歳の間での献血経験が必要となります 



実施日

R5.3.1(水) 井原市 井原町 井原市役所 9:30 ～12:30 13:45 ～16:15

R5.3.2(木) 早島町 前潟 ゆるびの舎健康づくりセンター 11:00 ～13:00

R5.3.3(金) 美作市 栄町 美作市役所 12:30 ～16:00

R5.3.4(土) 倉敷市 中島 マルナカ中島店 9:30 ～12:30 13:50 ～16:15

R5.3.4(土) 倉敷市 水江 イオンモール倉敷 11:30 ～17:00

11:00 ～12:15 13:30 ～16:00

R5.3.5(日) 倉敷市 水江 イオンモール倉敷 11:30 ～17:00

R5.3.6(月) 倉敷市 西中新田 倉敷市役所 9:30 ～11:00 12:15 ～15:30

R5.3.7(火) 新見市 足見 井倉運輸㈱ 13:00 ～16:00

R5.3.10(金) 高梁市 松原通 高梁市役所 9:00 ～11:15 12:30 ～15:30

R5.3.11(土) 倉敷市 松島 ハローズ中庄店 9:30 ～12:00 13:15 ～15:30

R5.3.11(土) 倉敷市 水江 イオンモール倉敷 11:30 ～17:00

R5.3.12(日) 倉敷市 水江 イオンモール倉敷 11:30 ～17:00

R5.3.13(月) 総社市 中央 総社市図書館（総社市保健センターへ変更の可能性あり） 10:00 ～11:30 12:45 ～16:00

R5.3.15(水) 勝央町 勝間田 勝央町公民館 10:00 ～11:30

R5.3.18(土) 笠岡市 笠岡 笠岡シーサイドモール 10:00 ～12:30 13:45 ～15:30

R5.3.18(土) 倉敷市 水江 イオンモール倉敷 11:30 ～17:00

R5.3.19(日) 倉敷市 水江 イオンモール倉敷 11:30 ～17:00

R5.3.20(月) 倉敷市 水江 イオンモール倉敷 11:30 ～17:00

10:30 ～12:00 13:15 ～16:00

11:00 ～12:15 13:30 ～16:00

R5.3.21(火) 倉敷市 水江 イオンモール倉敷（岡山県トラック協会献血ＤＡＹ） 11:30 ～17:00

R5.3.22(水) 矢掛町 矢掛 矢掛町健康管理センター 9:00 ～11:15

R5.3.24(金) 倉敷市 水島北幸町 倉敷市役所水島支所 9:00 ～11:45 13:00 ～15:15

11:00 ～12:15 13:30 ～16:00

R5.3.25(土) 倉敷市 水江 イオンモール倉敷 11:30 ～17:00

R5.3.26(日) 倉敷市 水江 イオンモール倉敷 11:30 ～17:00

R5.4.1(土) 倉敷市 水江 イオンモール倉敷 11:30 ～17:00

R5.4.2(日) 倉敷市 水江 イオンモール倉敷 11:30 ～17:00

R5.4.8(土) 倉敷市 水江 イオンモール倉敷 11:30 ～17:00

R5.4.9(日) 倉敷市 水江 イオンモール倉敷 11:30 ～17:00

R5.4.15(土) 倉敷市 水江 イオンモール倉敷 11:30 ～17:00

R5.4.16(日) 倉敷市 水江 イオンモール倉敷 11:30 ～17:00

R5.4.22(土) 津山市 河辺 イオンモール津山 11:00 ～12:15 13:30 ～16:00

R5.4.22(土) 倉敷市 水江 イオンモール倉敷 11:30 ～17:00

R5.4.23(日) 倉敷市 水江 イオンモール倉敷 11:30 ～17:00

R5.4.29(土) 倉敷市 水江 イオンモール倉敷 11:30 ～17:00

R5.4.30(日) 倉敷市 水江 イオンモール倉敷 11:30 ～17:00

※完全予約制時間帯10:00～10:30

R5.3.21(火) 津山市 河辺 イオンモール津山（岡山県トラック協会献血ＤＡＹ）
※完全予約制時間帯10:00～11:00

〇予約なしでも献血して頂けますが、待ち時間の軽減のため事前に予約してお越しいただく

ことをお勧めしています。（献血Web会員サービス「ラブラッド」）に登録する必要があります。

ただし、登録できるのは献血経験のある方に限ります）

献血バスの実施会場（3/1～4/30）

※都合により中止又は変更になる場合がございますので、右のＱＲコードにてご確認ください。

実施場所 実施時間

献血Ｗeb会員サービス「ラブラッド」が始まりました！

※事前予約者のみの受け入れとなります。希望される方はご予約をお願いいたします。

R5.3.21(火) 岡山市 南区築港新町 シネマタウン岡南（岡山県トラック協会献血ＤＡＹ）

R5.3.5(日) 津山市 河辺 イオンモール津山
※完全予約制時間帯10:00～11:00

津山市 河辺 イオンモール津山
※完全予約制時間帯10:00～11:00

R5.3.25(土)

ラブラッドページへ


