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この度の東日本大震災により被災された皆様に

心よりお見舞いを申し上げますとともに

一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます

「〜骨髄バンク設立20周年記念〜
第1回 骨髄バンクにまつわる
命の作文コンクール」 開催
日本の骨髄バンクは20年前の平成３年12月に設立され、多くの方々の尽力により、現在ではドナー登録者数381,470名
（H23年４月末現在）
、骨髄移植例数累計12,871件に上り、多くの患者さんが社会復帰を果たされました。しかしその一方で、
骨髄バンクを介して骨髄移植を希望する患者さんへの移植率は、昨年も６割に留まっています。また、ドナー登録年齢（18
歳〜 54歳）超過による登録抹消、家族や職場の理解が得られない等、課題も残されています。
そこで、これから骨髄バンクを支えてゆく若い世代の子どもたちに『骨髄バンクに関する体験や読書感想などの作文を
通し、県内の小中学生に命の尊さ大切さを認識してもらい、骨髄バンクへの関心と協力を高める』ことを目的に、作文コ
ンクールを実施します。ドナー登録会のボランティア体験、家族や知人の骨髄移植体験やドナーとしての提供体験、骨髄
バンクに関する書籍の感想から命について考える作文を1200字にまとめてご応募ください。読売巨人軍在籍時代から現在
まで、骨髄バンク支援を続けている上原浩治さん（米大リーグ・オリオールズ所属）も、このコンクールに協力して下さっ
ています。みなさんのご応募、お待ちしています。
＊詳細は別紙や、ホームページ
表

彰

http://kbsniigata.com をご覧ください。

表彰式では、特別賞５点、優秀賞１０点の表彰を行います。
【特別賞】５点
●上原浩治賞……１点：賞状、図書券5000円分
●新潟県知事賞…１点：賞状、図書券5000円分
●新潟日報賞……１点：賞状、図書券5000円分
●骨髄バンク賞…１点：賞状、図書券5000円分
●骨髄バンクサポート新潟賞…１点：賞状、図書券5000円分
【優秀賞】10点………賞状、図書券3000円分
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ドナー体験記

上越市頚城区在住

太田

春香 さん

骨髄バンクにドナー登録をして一年。一緒に登録した同僚が言っていた通り何事もなく過ぎた一年だった。動きがあったのは二年
目の冬。自宅に見慣れぬ黄色い封筒が届いたのが始まり。始めてドナーに選ばれたのだがこの時はすぐに終了。この時、まさかこの
黄色い封筒を二年半に渡り見続けることになるとは思ってもいなかった。候補に上がること七回以上。早い時は一週間経たずに次の
候補になっていた。
『そんなに私の骨髄は人気なのかしら?』なんて馬鹿なことを考えつつ、このままどんな新記録がでるのかとちょっ
と楽しみでもあった。そして今回最終ドナーにようやく選ばれた。
手術自体は最初に何回も説明を受け、登録したときに覚悟をしていたので恐怖というのもなかった。初めての入院に手術にと不謹
慎だがワクワクもしていた。ただ入院時にタイムスケジュールの説明が曖昧で、直前になって伝えられる事が多かったのが一番困った。
今回私が骨髄提供した相手の方の治療に少しでも役に立てたのならとてもうれしいです。
最後に、初診から術後検診まで合計で十五日程休みましたが、文句のなくフォローしてくれた同僚たちに感謝の気持ちでいっぱい
です。

第３回通常総会ご報告
平成23年4月24日（日）上越市民プラザにて第3回通常総会が行われ、平成22年度事業報告、決算報告、平成23年度事業計画、予算
について承認されました。

◆平成22年度収支決算報告
【収入の部】

会費収入
寄付金収入
事業収入
雑収入

合

計

368,000
1,186,777
243,836
13,638

1,812,251

【支出の部】
関係機関との連携事業費
患者とその家族に対する支援事業費
環境づくり事業費
普及啓発事業費
その他付随する事業費
管理費
合
計

《当期繰越金》1,812,251 － 1,139,738 ＝ 672,513
《次期繰越金》前期繰越金額 1,577,047 ＋ 当期繰越金額

◆平成23年度事業計画

672,513

31,127
18,561
3,234
302,817
13,188
647,811
1,139,738

＝2,249,560円

＊は新規事業です。

●関係機関との連携事業
・休日ドナー登録会
・献血並行ドナー登録会
・語り部講演会

●患者とその家族に対する支援事業
・患者支援情報収集
・タオルハンカチ贈呈
・医療講演会
＊血液がんフォーラム
●普及啓発事業		
・作文コンクール
・HP
・模擬ドナー登録会（6月11・12日高田高校にて）
・学習会
＊オリジナル紙芝居製作
・広告掲載
・各種イベントでの普及啓発		

●骨髄提供しやすい環境づくり事業
・ドナー登録説明会
＊ドナー休暇補償推進事業
●その他付随する事業
・チャリティーバザー
・チャリティーゴルフ
・イエローレシート協力
・ボランティア育成

創作紙芝居「赤ずきんちゃんとやさしいおおかみくん」完成が待ち遠しくて
理事長とどうしたら小学校に作文コンクールのお願いを兼ねて伺う事が出来るかなあと話しているうちに自然と紙芝居なんかど
うかという事になったのが、今回の始まりだったように思います。二人でどんどん話が膨らんでいき分かり易いと言えば、みんなが
知っている童話の中から展開していった方が良いのかもしれないと、
「3匹の子豚」「オオカミと7匹の小ヤギ」等が浮かんできまし
たが何と言っても「赤ずきんちゃん」の話で多盛り上がり。1時間余りで殆どの内容が決まってしまいました。ですが、前年度の予
定には入っていないため、理事会に諮ってみないといけませんでしたし、予算はどうするのか等心配だったけれど、一番はイラス
トレーターです。私達の活動拠点は、上越だから、地元のイラストレーターが良いとの意見もあり、全然関わりのない世界だった
ので、途方に暮れていました。インターネットで調べてみると50万はかかるとの内容にびっくりしてしまい、一時は諦めました。依
然一緒に働いていた友人がイラストレーターを探していると言うと近所に絵本を個人で出版した女の人がいるよと教えてくれまし
た。早速伺い、話を聞いてもらいました。熱意は伝わったのですが、報酬の事になると声がだんだんと小さくなってしまいました。
彼女の方から、私も以前NPOをやっていた事があり、資金繰りが大変なのは理解していますと言ってもらえ、快く引き受けて下さ
いました。もうすぐ、完成です。一人でも多くの子どもたちに見てもらい、楽しみながら、私達の活動を知ってもらう良いきっかけ
になれば幸いです。大きくなった時に頭の隅にでも覚えてもらえればと願っています。
（小林 昌美）
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◆活動報告
ドナー登録会

★ジャスコ上越店・アコーレドナー登録会
2月19日(土)骨髄移植推進財団主催でのドナー登録会が1年ぶりに上越で開催され、10時
から16時まで小学生・高校生・大学生・一般のボランティアの方からチラシを配っても
らい、33名の方たちから登録してもらいました。併せて骨髄バンク設立20周年記念のパ
ネル展も同時に開催し、多くの市民から見て頂く事が出来ました。

ハワイアンチャリティーショー
4月16日(土)リージョンプラザ上越・コンサートホールにて、主催者ナニマウロア様のご厚意で、ショーの始まる前に
当法人のPRをステージにてさせてもらいました。当日は東日本大震災で避難されている方たちが招待されていて、素
敵なステージにひと時でも心が安らげていたようです。後日、多額の寄付を頂きまして本当にありがとうございました。

黄色いレシートキャンペーン呼びかけ
２月11日ジャスコ上越店にて小学生や高校生など当法人の会員と共に協力の呼びかけをしてきました。お陰さまで、
たくさんのレシートを各ボランティア団体のボックスに投函してもらえました。

黄色いレシートキャンペーン贈呈式
４月９日(土)イオン上越店にてギフトカードを店長さんから頂きました。患者さんへの
プレゼントや事務用品に交換させてもらいました。ありがとうございました。会員の皆
様も11日はイオン上越店でお願いします。

献血協力呼びかけ
去る4月3日新井青年会議所主催恒例「愛の献血」ボランティア活動に今年度も当法人より3名ピンクのＴシャツを着
てお手伝いさせて頂いてきました。青年会議所では、前回献血された方へ事前にハガキにて案内を出されるという気
配りをされています。その成果が大きいのではないでしょうか。会場となった良食生活館では毎年100名程度の方が、
献血に協力されています。さりげない気配りこそ、心に伝わる成果ではないかと感じた一日でした。（岩崎昌子）

献血がんフォーラム
5月21日(土)13：00 ～ 17：00新潟県民会館小ホールにて、張高明先生(がんセンター新
潟病院・内科部長)を座長に多くの医師や看護師によるフォーラムが開催されました。

皆で見る夢は
NPO法人血液情報広場・つばさ理事長／財団法人骨髄移植推進財団常任理事

橋本

明子

20年数年前、骨髄バンク設立を訴える講演のため、私は初めて新潟市を訪れた。2度目は昨年の初
秋のこと。「骨髄バンク全国大会」に財団の理事として列席するためだった。その大会では、骨髄移
植を受けて元気になった斉木さんの息子さんが壇上に立った。なんとすばらしいこと。どこかに「ひ
との命を支えたい」と思う人がいて、新潟の小さな男の子が「生きよう」として果敢に闘い、多くの人々
の有機的な支えがあり、この瞬間がある。
そして5月21日は3度目、「つばさフォーラムin新潟」を開催するためだった。この日も、ほんとう
に多士済々の顔ぶれが集った。もちろん骨髄バンクサポート新潟の皆さん、骨髄を提供した人、病気になってまだ日
が浅い人、医師や看護師、製薬会社の社員さん達。皆で「より良い治療とより良い治癒」のために、心を1つにした日
だった。
「皆で見る夢は叶う」。万代橋から信濃川の勇壮な川面をながめながら、大好きなこの言葉をまた想った。

大潟かっぱ祭りバザー
６月５日(日)曇り空の中、出店しました。今回は大潟区に東日本大震災で避難されてい
る方もたくさん来場され、いつもより活気があったようです。当法人もかっぱ祭り実行
委員会を通し、売り上げから義援金を送らせて頂きました。ありがとうございました。
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◆献血並行ドナー登録会スケジュール

◎一般の方の登録可能

・企業関係者のみ

糸魚川市役所

◎8/31水

10:00〜13:00

14:00〜15:30

燕市役所燕庁舎

柏崎建設会館

◎9/５月

10:00〜12:00

13:00〜15:30

魚沼地域振興局

山北徳洲会病院

◎９/13火

10:00〜12:00

13:00〜15:30

上越信用金庫有田支店

瑞穂医科工業（株）

◎９/15木

10:00〜11:15

13:00〜15:45

糸魚川建設業会館

新潟リハビリテーション大学・専門学校

◎９/29木

９:00〜11:30

13:00〜15:00

佐渡金井コミュニティーセンター

14:00〜15:30

弥彦村役場

◎９/30金

９:30〜11:30

13:00〜14:30

13:30〜16:00

立川総合病院

◎10/31月

９:30〜11:30

◎7/11月

９:30〜11:30

栄保健センター

◎11/９水

10:30〜12:30

◎7/14木

13:30〜16:15

敬和学園大学

◎11/11金

13:30〜15:30

津南町役場

・7/15金

10:00〜11:45

電気化学工業青海工場

◎11/14月

13:15〜15:30

JA柏崎本店

◎7/20木

10:00〜12:00

湯沢福祉センター

◎11/24木

10:00〜11:15

13:15〜15:15

◎7/25月

13:00〜15:30

十日町地域振興局合同庁舎

◎11/29火

10:00〜12:00

13:00〜15:00

日本曹達株式会社二本木工場

◎7/27水

10:00〜12:00

小千谷市日本ベアリング（株）

・12/13火

９:30〜12:00

13:00〜16:00

長岡TDKラムダ（株）

◎8/３水

14:00〜16:00

新発田市役所

◎12/22木

13:30〜16:00

水原郷病院

◎8/８月

14:00〜15:30

県立六日町病院

◎１/12木

10:00〜11:30

柏崎地域振興局

◎8/16火

10:00〜15:30

十日町市役所本庁

◎１/13金

９:30〜11:30

村上市役所

◎8/26金

９:30〜11:00

佐渡市中央会館

13:30〜15:30

村上地域振興局（旧総合庁舎）

◎6/１水

10:00〜11:45

◎6/７火

９:30〜11:00

13:00〜14:45

◎6/10金

14:40〜16:00

・6/13月

10:00〜12:00

13:00〜15:00

◎6/14火

９:30〜11:00

12:00〜15:30

◎6/15水
◎6/16木

12:50〜15:15

13:00〜15:30

佐渡島開発総合センター
南魚沼地域振興局

13:30〜15:30

上越教育大学

電気化学工業田海工場

◆休日ドナー登録会スケジュール
◎９月４日（日）

10：00～15：00

イオン上越店アコーレ１階セントラルコート

ありがとうございました （H23. 1月21日〜5月30日まで）
【寄付】
○上原浩治様

○ナニマウロア様

○イオン上越店様

○高橋久子様

○上野秀子様

【賛助会員】
○坪内啓子様

○川村庸子様

○神喰キミ様

○中澤瑞城様

○西谷

○池畑憲成様

○池畑美友様

○永井孝一様

亮様

○上野美津子様
「ナニマウロア」主宰

福島美奈子様

私ごとですいませんが、元患者の方が書いた本の紹介をさせて下さい。退院後

編集
後記

まもなく上越在住の患者仲間と一緒に、新潟市から上越まで自家用車に乗って遊
びに来てくれた馬鹿な息子のような存在の人です。「無差別料理研究家soyamax
の闘病記」曽山尚幸。私も移植経験者ですが、このように前向きだったかという
と泣いてばかりだったように思います。少しエッチで涙もホロリ、是非沢山の方
に読んで頂けたら嬉しく思います。

（小林

日本骨髄バンクの現状（平成22年４月末現在）
ドナー登録者
内新潟県
患者登録者

３月

４月

現在数

累計数

2,414

2,048

381,470

497,988

13

5

3,657

−

241

195

2,660

32,753

25

437

−

12,871

−

191

内新潟県
骨髄移植例

86

92

内新潟県居住者

骨髄バンクへのお問合わせ

NPO法人

骨髄バンクサポート新潟 入会のご案内
正会員

個人一口
団体一口

賛助会員

2,000 円より
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

0120-445-445

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

昌美）

2,000 円より
10,000 円より

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

NPO法人骨髄バンクサポート新潟

郵便振替口座

００５００－５－９７１４２

FAX 025-546-7338
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個人一口
団体一口

Mail kbsniigata@gmail.com

