
　この度の役員改選に伴い、新理事長に就任致しました斉木桂子です。この法人の立ち上げから今日まで、文字通り体当
たりで取り組んで参りましたが、気がつけば一年半の貴重な活動の日々と、約２３０名の個人や団体様より支援される法
人へと成長させて頂く事が出来ました。前理事長をはじめ、多くの皆
様に感謝の気持ちでいっぱいです。こうした創立期を経て、やる気に
充ち溢れた新理事体制の下、これから更なる発展へ向けて進んで参り
ます。骨髄バンクの知名度が高くなった今でも、多くの患者さんがド
ナーを待ち続け、ドナー候補者が職場や家族の理解が得られず悩んで
いる現実があります。私達はボアランティア団体として出来る事に精
一杯取り組み、一人でも多くの患者さんの命が救われ、骨髄提供者が
充実感を持てるよう尽力して参りますので、今後とも変わらぬご理解
ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

　　特定非営利活動法人骨髄バンクサポート新潟
理事長　　斉木桂子

第２回通常総会（平成22年4月25日　於：上越市市民プラザ）より

新理事体制がスタート!!
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新理事長より前理事長松井友子へ花束贈呈

理 事 長　　斉木桂子（事務局兼務・上越市在住）
副理事長　　小林昌美（事務局兼務・上越市在住）
副理事長　　小島　充（新潟市在住）
理　　事　　 野中由美（上越市在住）、岩崎昌子（上越市在住）、原くるみ（上越市在住）、小林俊夫（上越市在住）、斎木

秀雄（上越市在住）、石月智幸（新潟市在住）、水沢泰維（長岡市在住）、藤野弘道（上越市在住）、清水正子
（上越市在住）

監　　事　　上石喜代子（上越市在住）、池田洋子（上越市在住）

―　ご　挨　拶　―
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◆平成21年度収支決算報告

◆平成22年度事業計画　　　＊は新規事業です

【収入の部】 【支出の部】
　　会費収入 550,000 　　関係機関との連携事業費 11,336
　　寄付金収入 566,467 　　患者とその家族に対する支援事業費 63,371
　　事業収入 511,880 　　環境作り事業費 10,994
　　雑収入 375 　　普及啓発事業費 507,370

　　その他付随する事業費 89,228
　　管理費 622,822

　　合計 1,628,722 　　合計 1,305,181
《当期繰越金》　1,628,722　　－　　1,305181　　＝　323,541
《次期繰越金》前期繰越金額　1,253,506　＋　当期繰越金　323,541　＝　1,577,047　円

◆関係機関との連携事業　　　　　◆患者とその家族に対する支援事業　　　　　◆骨髄提供しやすい環境作り事業
　・休日ドナー登録会　　　　　　　・患者支援情報収集　　　　　　　　　　　・ドナー登録説明会
　・献血並行ドナー登録会　　　　　＊医療講演会
　・語り部講演会　　　　　　　　　・バンダナ贈呈
　＊骨髄バンク全国大会in新潟
　　9/12（日）午後・新潟市民プラザ（NEXT21ビル6階）

◆普及啓発事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆その他付随する事業
　＊作文コンクール準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・チャリティーバザー
　・高田高校文化祭模擬ドナー登録会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊チャリティーゴルフ
　＊巨人戦（9/10ハードオフ新潟スタジアム）での普及啓発イベント　　　　　　・イエローレシート協力
　・会報発行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ボランティア育成
　・学習会

＊ 6月27日（日）13：00～　ワークパル上越（上越市下門前477）第１会議室にて『作文コンクール事業・第１回実行委員会』を開催し
ます。今年度は、来年度からの本格スタートを前に準備を行います。この事業にご興味のある方、是非ご参加下さい。まずは事務局（025-
546-7337、FAX 025-546-7338）までお申し込み下さい。お待ちしております。

水沢泰維
　はじめまして、新しく理事に就
任いたしました、水沢と申します。
今までは、ただのボランティアの
立場でしたから、理事という大役
が務まるかどうかは、不安なとこ
ろですが、微力ながら骨髄バンク
の更なる発展と広報につながって
いくように活動して行きたいと思
います。宜しくお願いします。

石月智幸
　今まで約 7 年間ボランティアと
して登録会などに参加してきまし
た。今回理事に就任し新たな気持
ちで、また責任を持って活動をし
ていきます。そしてホームページ
担当にもなっていますので「骨髄
バンクサポート新潟」を広く知っ
て頂くために広報活動にも力を入
れていきたいと思います。不慣れ
な点もありますが宜しくお願い致
します。

清水正子
　私自身 3 年前に臍帯血移植をし
ました。今は元気に過ごさせても
らっています。骨髄バンクサポー
ト新潟の活動を知り、私も何かお
役に立てるのではないかとボラン
ティアを始めました。理事という
責任に何ができるか、どれだけ力
になれるか分かりませんが、サポー
ト新潟がもっともっと皆様に理解
して頂けるよう少しでも力になれ
ればと思っています。宜しくお願
いします。

野中由美
　会発足から企画委員として、た
だ目の前の課題にひとつずつ動い
ていた気がします。新しい理事の
方を迎え、これからも一歩ずつ前
に進めて行ければと思っています。
会員の皆様、後押しよろしくお願
いします。

小島　充
　私は、骨髄液の提供をしました
が、そういうめったにない経験を
次へと渡していくことも経験者の
務めと思うようになりました。ド
ナーの想いも次に受け継がれるよ
うに、会の皆さんと一緒に活動し
ていきたいと思います。言葉少な
い性格ですが、皆さんと楽しく交
流していきたいので、宜しくお願
いします。

小林昌美
　引き続き副理事をさせていただ
きます小林昌美です。私自身が
１０年以上前に急性骨髄性白血病
を患い、骨髄バンクより移植した
この経験を通して、現在苦しんで
いらっしゃる患者さん達やご家族
のために、微力ながらこの活動を
頑 張っていこうと思っています。
これからも皆様方の応援をお願い
致します。

原くるみ
　この活動を通して、１人でも多
くの人が骨髄バンクに興味を持ち、
人によって助けられる命について
考えてもらえたら、と思っていま
す。１人でも多くの命が助かる事、
患者さん、そのご家族が安心して
病気に立ち向かえる事。それが私
達の願いです。至らない点も多い
ですが、今年度からも理事として
力になれればと思います。よろし
くお願い致します。

岩崎昌子
　理事再任をお受けしました岩崎
昌子です。人は支え合いながら生
きています。私でもお役に立てれ
ばとボランティアに仲間入りし、
早いもので 10 年が経ちました。
一年半前に NPO 法人の組織とな
り戸惑いも多くありますが「もう
ひと踏ん張り」仲間と一緒に普及
活動に力を出し合っていきます。
ご協力お願いします。

齋木秀雄
　新潟代表の団体としてさらなる
発展に貢献出来ればと思っており
ます。様々な活動がありますが、
自分の出来る範囲で結構だと思い
ますので、一緒に活動していきま
しょう。今年度はチャリティーゴ
ルフを企画、担当する事になりま
したので、合わせて宜しくお願い
いたします。

小林俊夫
　この度、理事を再任しました小
林俊夫です。妻の病気がきっかけ
で骨髄バンクドナー登録をし、お
呼びがかからないまま 10 年以上
経ちました。誰かのためにと思っ
てもなかなかうまくいかないと感
じています。ですが、今自分の出
来ることを精一杯やらせていただ
きたい思いでこれからの 2 年間を
頑張っていきます。どうぞ宜しく
お願いします。

藤野弘道
　この度、４月２５日の第２回通
常総会および、理事会の決議に
より、新理事に就任いたしまし
た。大任をお受けしましたからに
は、真に患者様の救命及び、提
供しやすい環境整備に確実な成
果が残せるよう、地域の皆様に 
骨髄バンクのご理解を深める活動
に全力を尽くし、取り組む所存で
す。今後とも、皆様方のご理解、
ご支援を賜りますよう心より御願
い申し上げます。

理事
就任挨拶
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●活動報告●

　私達（社）新井青年会議所は「明るい豊かな社会」の構築を目的とし、「修練・奉
仕・友情」の三信条のもと、この妙高地域で様々な活動を行なっています。
　去る４月４日、新井ショッピングセンター北口広場にて、「愛の献血」と称する献
血ボランティア事業を実施いたしました。本事業は不足しがちな輸血用血液を確保す
るだけでなく、青年会議所メンバー並びに一般市民の皆様に、社会福祉に対しての関
心や意識を高めて頂くことを目的に、継続事業として毎年実施しております。
　昨年度の献血事業から、当青年会議所と骨髄バンクサポート新潟の皆様との交流が
生まれており、今回の献血の呼びかけもご協力頂きました。いかつい？男性メンバーが多い青年会議所ですが、一般
の方への呼びかけは、やはり人当たりの柔らかな女性の方が効果的な様で、多くの市民の方の献血協力を得ることが
出来ました。心より御礼申し上げます。
　また本事業に先立ち、ＪＣメンバー向けではありますが、骨髄バンクドナー登録の説明会、及び献血事業当日のド
ナー登録を行ないました。昨年、メンバーが多数ドナー登録したことも有り、本年度の登録者数は数名でしたが、骨
髄バンクについての理解の促進や社会奉仕精神の向上といったメンバー自身の「ひと」としての成長、そして周囲へ
の発信、そういった形で、僅かなりとも社会に貢献できたのではと考えます。
　他者に対しての関心が希薄になりつつある現在、思いやりの心を育むのは根気の要る事ですが、献血やドナー登録
などの事業を通じて、思いやりの気持ちを伝播していきたいと思います。

４月４日（社）新井青年会議所「愛の献血」について
スミダ工業㈱　専務取締役　炭田拡昭

 （平成２２年２月～５月）

２月２７日（土）15:00～17:45
上越市レインボーセンター『骨髄バンクに関する勉強会』
　講師に（財）骨髄移植推進財団・広報渉外部・千葉純子さんをお
招きして、ドナー登録から骨髄提供までの流れや、今年10月から予
定している非血縁末梢血移植についてたっぷり学びました。

２月６日（土）語り部講演会
亀田平和の園保育園保護者会
　「生きる意味を改めて考えました」

「助け合う事が大事だと思いました」
「とても勇気をもらいました」等々の
感想が寄せられました。

２月１１日（木）
イエローレシート呼びかけ
　ジャスコ上越店の店頭にて、小学生
ボランティアさんと一緒に、イエロー
レシート協力の呼びかけをしました。

３月２０日（土）２１日（日・祝）10:00～15:00
新潟市鳥屋野総合体育館『Vチャレンジリーグ会場でのイベント』
　プロのバレーボール試合会場にて、骨髄バンクへの協力呼びかけ
のチラシ、ティッシュの配布を行いました。
　Vリーグは協会を挙げて骨髄バンクに協力をしており、今回
の新潟会場でも応援団の熱気
に包まれる中、普及啓発イベ
ントを実施する事が出来まし
た。骨髄バンクによる『アヤ
ト隊長のなんでも探検隊ブロ
グ』http://www.donorsnet.jp/
blog/2010/03/1003244137.html
にも様子が掲載されているので
是非ご覧下さい。

４月４日（日）10:00～16:00
良食生活館新井店『献血呼びかけ協力』
　新井青年会議所主催の献血活動に於いて、献血協力の呼びかけと
骨髄バンクのパンフレット配布を行いました。3月19日には新井青
年会議所の皆さんに、骨髄バンクドナー登録説明会を行い、登録希
望者が献血当日にご登録をされました。ご協力ありがとうございま
した。下記感想も併せてお読み下さい。

●新潟県立高田北城高校
久保田春菜

　初めて献血をしたとき、｢命をつな
ぐ｣ことに携われているような気が
してうれしかったことを今でもよく
覚えています。そのことをたくさん
の人に伝えたいと思い、今回２度目
のボランティアに参加させてもらい
ました。たくさんの方が献血にご協
力くださり、とてもうれしかったで
す。これからも｢命をつなぐ｣ことを
伝えたいと思いました。

●新潟県立高田商業高校
太田愛子

　私が今回献血ボランティアに参加
したのは２回目でした。私たちの呼
びかけで献血に協力してくれる方が
いたことが嬉しかったです。また、
今回私自身献血を体験しました。最
初は痛くて不安だったけど、時間が
経つにつれて痛みも和らぎ、終わっ
たころには｢やってよかった｣と思え
ました。また機会があったら参加し
たいです。

●新潟県立高田農業高校
小林由麻

　先回ははじめての献血呼びかけで
したが、今回は2回目でした。はじ
めはあまり声をかけられませんでし
た。しかし、私が呼びかけをした人
が協力してくれている姿を見るとす
ごく嬉しくなりました。それを見た
後はやる気が出てきて、いろんな人
に声をかけて献血のお願いすること
ができました。また呼びかけができ
ればいいです。
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『上原投手と約束のキャッチボール』斉木桂子/著 『俺、マジダメかもしれない…』高野由美子/著　　　
『骨髄ドナーに選ばれちゃいました』石野鉄/著 『白血病からの生還』大谷貴子/著
『悠君ごめんね』高橋照雄・真知子/著 『21歳の別

わ か れ

離』遠藤允/著
『いまを翔けぬけろ』吉沢翠/著 『しろがねの雲』秦野純一/著
『幸平、ナイスシュート！』続木敏博/作　タカダカズヤ/絵 『いのちのあさがお』綾野まさる/作　松本恭子/画
『金色のクジラ』岸川悦子/作　狩野富貴子/

ありがとうございました
【寄付】
○NTT情報労連・新潟県協議会様　○高橋久子様
○滝田裕昭様　○ナニマウロア様　○高橋みえ子様
○内海治郎様　○石田愛理様　○矢代美由紀様

【賛助会員】
○江端麻美様　○田中明美様　○高橋みえ子様
○池畑憲成様　○小山昭男様　○齊藤トシ様
○㈱齊藤商事様　○須藤志雅子様　○高橋久子様

（H22．2月1日～5月21日まで）

特定非営利活動法人　骨髄バンクサポート新潟
〒943-0805  上越市木田2-3-11-5　電話  025-546-7337　FAX  025-546-7338　Mail  kbsniigata@gmail.com

日本骨髄バンクの現状（平成２２年４月末現在）
３月 ４月 現在数 累計数

ドナー登録者 2,282 2,898 359,256 462,109
内新潟県 103 9,686 －

患者登録者 246 238 2,619 30,112
内新潟県 25 408

骨髄移植例 128 91 － 11,674
内新潟県居住者 230

NTT情報労連・新潟県協議会様 「ナニマウロア」主宰　福島美奈子様

入会のご案内
正会員 賛助会員

個人一口　 2,000 円より
団体一口　10,000 円より

個人一口　 2,000 円より
団体一口　10,000 円より

ボランティア活動を一緒に
して下さる方
総会での議決権あり

資金援助をして下さる方
総会での議決権なし

振込先口座名　N`PO法人骨髄バンクサポート新潟
郵便振替口座　００５００－５－９７１４２骨髄バンクへのお問合わせ　　0120-445-445

◆献血並行ドナー登録会スケジュール

◆骨髄バンクに関する書籍の紹介

◎6/1（火）10:00～12:00，13:00～15:00　糸魚川市役所
・6/4（金）13:30～16:00　朝日酒造㈱（長岡保健所管内）
・ 6/11（金）10:00～11:30，13:00～15:00　瑞穂医科工業（新津保健所管内）
◎6/17（木）14:30～16:15　敬和学園大学
◎6/18（金）13:45～15:30　JA十日町本店
◎6/21（月）9:30～11:30　小千谷市役所
◎6/24（木）14:30～16:00　新発田市　㈱伊藤組
◎6/27（日）10:00～11:15，13:00～15:00　五泉市福祉会館
◎6/30（水）9:30～11:30　佐渡保健所
◎ 7/1（木）9:00～11:30，13:00～15:00　佐渡金井コミュニティーセンター
◎7/9（金）9:30～11:30　原信五泉店

◎7/14（水）10:00～12:00　湯沢町役場
◎7/14（水）13:30～15:30　魚沼テクノスクール
◎7/23（金）13:00～15:30　十日町地域振興局
◎7/28（水）9:30～15:30　（社）新潟県建設業協会村上支部
・ 7/30（金）10:00～11:30，13:00～16:00　電気化学工業青海工場
・ 8/5（木）10:00～12:30，13:30～16:00　陸上自衛隊高田駐屯地
◎8/6（金）9:30～12:00　南魚沼市役所本庁舎
◎9/1（水）13:30～16:00　三条市厚生福祉会館
・9/6（月）9:30～11:45，13:15～15:30　上越テクノスクール
・9/14（火）10:00～12:00，13:00～15:30　加茂市建設業（協）
◎9/30（木）10:00～11:30，12:30～16:00　長岡技術科学大学

◎一般の方の登録可能　・企業関係者のみ

　今回の会報に手描きのイラストや囲み線で華やかさと温かさを加えてくれたの
は、小学６年生の女の子。誰かの役に立てるよう自分に出来る事をする、を実践し
てくれました。感謝です。私達大人も頑張ります！！

編集
後記
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