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皆様にご支援頂いて設立１周年
感謝と
命のぬくもりを皆様とともに

日時 平成２１年１１月１１日（水）
開場：午後６時 開演：午後６時３０分
会場 ユートピアくびき希望館コンサートホール（頸城区百間町 716）
入場料

当会会員 お一人 １０００円
会員でない方 お一人２０００円／ペア（二人で）３０００円
チケット購入等お問い合わせ 電話０２５－５４６－７３３７ FAX ０２５－５４６－７３３８
演奏曲目
ベートーヴェン
ピアノ三重奏曲第２番ト長調 作品１－１
コープランド
ヴィテブスク「ユダヤのテーマによる習作」
シューベルト
ピアノ三重奏曲第１番 変ロ長調 作品９９

プロフィール
ヴァイオリン 三戸素子
ピアノ
フィリップ・ヤング
チェロ
小澤洋介
１９８７年にオーストリア・ザルツブルグ
で結成以来、ヨーロッパ北米、日本各地で好
評を博している国際派トリオ。１９９３年カ
ナダ「バンフ国際音楽祭」招聘アーティスト。
１９９６年ニューヨークカーネギーホールで
リサイタル。以後世界各地で活躍。

演奏家仲間（金井いづみさん）が慢性骨髄性白
血病を発病し、ドナーを捜す中から始まったチャ
リティーコンサート。
いづみさんにはドナーは見つかりませんでした
が、必要としている人にドナーが見つかること、
１人でも多くの人に理解してもらうことを願い、
１８年続いているコンサートです。
収益金のすべては骨髄バンク事業推進のために
活用されます。

たくさんの学生がボランティア参加してくれています。みんな、ありがとう！
高志ビクトリーズ 小学校６年

岩嶋大夢

ぼくは、ドナー登録会のボランティアに参加して、病気
で苦しんでいる人がたくさんいるんだなあと思いまし
た。これからも、苦しんでいる人たちを助けられるよう
にこのようなボランティア活動に参加していきたいで
す。

高志小 6 年

猪俣遼

ぼくは、骨髄バンクにはいつも参加しています。ぼく
は今、１１才ですが２０才になったら血をとり、病気
にくるしんでいるかんじゃさんへ、あげたいと思いま
す。骨髄バンクで苦しんでる人達の力になりたいです。

初めての献血ボランティア
高田北城高校 久保田春菜
今まで私は、環境に関するボランティアや福祉に関す
るボランティアに参加したことはありましたが、献血を
呼びかけるボランティアへの参加は初めてでした。始め
は、照れもあったりしてうまく献血を呼びかけることが
できませんでしたが、私の呼びかけひとつで大切な尊い
命がひとつでも多く救えるのだと思ったら、自然と献血
をよびかけられるようになっていきました。
私自身もこのときに人生初の献血をしたのですが、驚
いたことがありました。それは、血を採るだけが献血な
のではなく、自分の健康状態まで調べてもらえるという
ことです。自分の体の状態を知ると同時に誰かの命を救
う手助けができるなんてすばらしいと思いました。これ
からも献血をする機会、呼びかける機会があれば、積極
的に参加していきたいです。

「骨髄バンクドナー登録会」に参加して
上越市立直江津中学校３年 大平理緒奈
私は直江津中学校の福祉委員としてボランティアに
参加しました。初めての経験で緊張しましたが、後半の
黄色いレシートキャンペーンの呼びかけでは、少しでも
多くの皆さんから協力してもらいたいという気持ちで、
大きな声を出しました。わずか半日のボランティアでし
たが、私自身、骨髄バンクについて考えるよいきっかけ
になりました。

高田高校文化祭 模擬登録会
実行委員長 山川康平
私たち高高生徒会は、毎年約 4000 人来場者のある高高
祭で、地域や社会、翻って高校生に何か役に立てること
はないかと考え、骨髄バンクの普及啓発運動のお手伝い
という企画をしました。当日は、教室で写真展示・ビデ
オ上映・模擬登録体験を行いました。｢骨髄バンク｣も｢ド
ナー｣も聞いたことはあっても、本当はよくわからないも
のでした。でも、2 日間骨髄バンクサポートの方々と一
緒に活動したことで、｢知ることができてよかった｣｢18
歳になったら登録したい｣｢病気で苦しむ人のためにでき
ることは何か｣｢健康だからこそ考えさせられた｣という
感想が聞かれました。展示も見やすく、展示場にも入り
やすい雰囲気で好評でした。知ることから始めること、
ひとりから始めることの大切さをつくづく考えさせられ
る、素敵な企画だったと思います。来年以降も是非続け
ていきたい企画でした

活 動 報 告
休日ドナー登録会 7 月 11 日／ジャスコ上越アコーレ
今年も新潟県主催によりジャスコ上越アコ
ーレ１階セントラルコートにて休日ドナー登
録会が行われました。当会は新潟県からの協力
要請を受け、DVD、説明、チラシ配布の協力
と、骨髄移植の様子を伝える写真パネル展、ド
ナーメッセージ、患者メッセージの展示を通し
て啓発を行いました。当日はたすきをかけたボ
ランティアが、小、中、高校生、大人合計 50
名も参加して下さり PR 効果も高く、おかげさ
まで 42 名の方にご登録頂く事が出来ました。
本当にありがとうございました。

くびきの祭典でバザー
8 月 8 日、9 日ユートピアくびき希望館で行われる「くびきの祭典」に、参加してきました。主に子どもの目を
引くような出店でしたが、途中に雨がふるなどし少し蒸し暑い天気でした。出店の方は昼すぎ頃から地域の子ど
も達も来てくれました。新しいボランティアの方に骨髄バンクの説明をすることも出来ました。
こういった活動に参加することで、地域の方々とのふれあいの機会を持つことができ、子どもから年配の方まで、
家族ぐるみで骨髄バンクという名前と活動を知ってもらう良いきっかけになると思います。今後も地域の活動に
参加し、来ていただいたお客さんに楽しんでもらい、私たちの活動に少しでも興味を持っていただけたら幸いだ
と思っています。
（原くるみ）

「絵本『いのちのまつり』読み語りコンサート
in 上越」で PR
８月９日、浄興寺本堂で行われたイベントで、骨髄バンク
サポート新潟のパンフレット配布をさせて頂きました。
「いのちはつながっている。だから自分のいのちは自分だけ
のものではない」というメッセージが、骨髄バンクの活動と
同じという事でお誘いを受け、配布させて頂きました。
１００人を超える来場者で大盛況。「いのちを大切に」と
いうメッセージに、次の世代の子どもたちへの期待と願いを
託しているようでした。
「いのちを救えるのはあなたかもしれない」という骨髄バ
ンクのメッセージも同様に、次の世代の人たちにも受け継い
でいってほしいと思いました。（松井友子）

かっぱ祭りでバザー
初めてのお祭り参加で戸惑いもありましたが、に
ぎやかで大勢の人たちが集まるところでの活動がと
ても楽しかったです。
お祭りに来てくださった皆様と子供たちが骨髄バ
ンクに募金をしてくれた時とてもうれしく、その善
意に感謝の気持ちでいっぱいです。こんな風な活動
を通して骨髄バンクのこと、骨髄移植のことをもっ
と皆様に知っていただき、骨髄バンクサポート新潟
の輪を広げられるように頑張っていきたいと思いま
す。
また色々な活動に参加していきたいです。最後に、
スタッフのみなさん、お疲れ様でした。そしてあり
がとうございました。
（清水正子）

多くの方のご寄付や、ご入会をいただきました

前回掲載から 9 月 30 日入金処理分までを掲載しました。

☆賛助会員 個人

☆寄付
眞壁 葉子様
成田 聖士様
長谷川 周子様
熊木 勝久様
☆賛助団体
医療法人社団 石田医院様 太平洋特殊鋳造労働組合様
☆正会員団体
がんの子供を守る会新潟支部様 （有）双葉自動車様
☆滝本造園様よりヤマザクラ

山本 さえ子様

五十嵐 一美様

馬場 武男様

山田 英雄様

高原 亮子様

土屋 直子様

萩原 良子様

若井 博幸様

新部 恵子様

小林 澄江様

折笠 智子様

池田 紀代子様

金井 芳子様

渡邊 恭子様

青山 聡子様

小山 弘子様

船津 友吉様

横田 広美様

松崎 美代子様

青木 広子様

小椋 明美様

磯部 みえこ様

岩元 歩子様

中嶋 正人様
山崎 美矢子様

寄付付き自動販売機の設置場所を募集しています
ダイドードリンコ株式会社のご厚意により、にいがた骨
髄バンクを育てる会の頃より寄附付き自販機の売上の一部
を、寄付として毎月頂戴しています。現在この自販機は(株)
山田写真製版所、市民生協にいがた生活協同組合、市民生
協にいがた生活協同組合新潟西センター、(有)テクノアク
セス新潟店、わかばの家、わかばの家２(以上新潟市)、コ
スモス調剤薬局(五泉市)県立新井高校(妙高市)の県内 8 か
所に設置され、購入者からの浄財が届けられています。
自販機からの寄付が当会に届く仕組みはダイドードリン
コさん１社のみの為、大変貴重で有り難く、心から感謝の
念に堪えません。そこで、私達の活動を支えてくれるこの
自販機を来年の7月までに５台増やそう！！と考えました。
設置には条件等があるので、自販機設置を考えても良い…
という方のところにはダイドードリンコさんが説明に来て
下さるそうです。ご検討頂ける方、またご紹介頂ける方を
大募集致しますので、是非、事務局までご一報下さい。ご
協力、どうぞよろしくお願い致します。

骨髄バンク news
〜財団法人骨髄移植推進財団よりお知らせ

〜
映画「私の中のあなた」
（10月９日全国ロードショー）
において、映画会社が作成したタイアップポスターで骨
髄バンク支援キャンペーンを実施しています。
＝ストーリー＝13歳のアナは白血病を患う姉・ケイトに
臓器を提供するドナーとして、遺伝子操作によって生ま
れたデザインベイビーだった。彼女は、輸血や骨髄移植
など様々な犠牲を強いられてきたが、ケイトの病状は一
進一退。アナは「もう姉のために手術を受けるのは嫌」
と弁護士を雇い訴訟を起こす。ケイトを最優先に考え、
アナに迫る母親。アナの協力がなければ死んでしまう姉。
アナと家族の戦いが始まった。実話を基に著したベスト
セラー「わたしのなかのあなた」を原作にしたヒューマ
ン・ドラマ。
みなさんもぜひご覧になってください！

ダイドードリンコ 齋藤修治さん
このたび、会報で骨髄バンク支援募金販売機について掲
載いただけるとの事、一言ご挨拶させていただきます。私
共、ダイドードリンコ株式会社は自動販売機を主な媒体と
して清涼飲料を販売しております。現在、多種多様な販売
機がいたる所にございますが、時に必要性を問われ、社会
環境の観点から厳しい意見を頂いた事もございました。そ
んな中、自動販売機で地域・社会に恩返し出来ないだろう
か？日々考えていた社員が縁あって会の方と知り合う機
会に恵まれました。これが骨髄バンク支援募金販売機が生
まれるきっかけとなりました。現在骨髄移植は、希望され
る患者さんの６割弱の方にしか行なわれていないとの事
です。この骨髄バンク支援募金販売機からの収益の一部
で、闘病中の患者さんと、そのご家族に喜んでいただける
環境づくりが出来ます。販売機を通して多くの人に、命の
尊さが今一度強く伝わり、一つでも多くの命を救う事が出
来ればと切に願います。

入 会 の ご 案 内
＜年会費＞ 一口からお願い致します（上限はありません）
正会員
賛助会員
個人一口
団体一口

2,000 円
10,000 円

個人一口
団体一口

・ボランティア活動を一緒にしてく
ださる方
・総会での議決権あり

2,000 円
10,000 円

・資金援助をしてくださる方
・総会での議決権なし

振込先口座名 NPO 法人骨髄バンクサポート新潟
振替口座番号 ００５００－５－９７１４２

日本骨髄バンクの現状（平成２１年 8 月末現在）
ドナー登録者数
患者登録者数
骨髄移植例数

7月
2,731
213
122

8月
2,941
203
91

現在数
343,923
2,649

累計数
438,348
28,349
10,850

編集後記：政権交代で友愛がテーマに。
「天地人」の愛、
「ときめき国体」とまだまだ新潟は熱い。これからも皆様の愛と勇気と
お力をお貸しください。

