
特定非営利活動法人骨髄バンクサポート新潟 ニュースレター Voi.9(2011年 10月発行)

.IIPO法
人骨髄バンクサポー ト新潟主催による「第 1回骨髄バンクにまつわる命の作文コンクー

ルJの表彰式が行われます 1県内の様々な地域から寄せられた心のこもった作文は、現在、審

査員によつて厳正な審査が行われてお り、11月 15日 には当法人のホームページ上で入賞者の発

表も行います。

表彰式では、入賞作品の朗読、オリジナル紙芝居上演ほか、クリスマスの楽 しい企画も予定

されています。また、特別審査員 上原浩治氏 (米大 リーグ・テキサスレンジャーズ所属)が、

表彰式出席、向けて現在調整中です。乞うご期待 1皆 さんのご参加お待ちしています |

日時  : 12月 4日 (日 )  午後 1時～2時30分

場所  : イオン上越店アコーレ 1階セン トラルコー トにて

(上越市富岡3,457)
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(財)骨髄移植推進財団 (=骨髄バンク)は、多くの患者やそのご家族、医師、ボランティアによる設立運

動が世論を動かし、平成 3年 12月 に設立されました。現在 (平成23年 8月 末現在)で は、 ドナー登録者数

は389,298名 にも上り、これまでに骨髄バンクを介して行われた骨髄移植も13,279例 となり、多くの患者さん

が社会復帰を果たされました。

また、平成22年 10月 より、骨髄バンクを介した末梢血幹細胞移植 (全身麻酔を必要としない採取方法によ

る移植)がスタートし、平成23年 3月 には第 1号の抹消血幹細胞移植が行われ、今後はコーデイネート期間

の短縮や移植例数の増加が期待されるところです。

こうして設立20周年を迎える骨髄バンクでは、これを記念して、関係者及び一般の皆様を対象とした『骨

髄バンク20周 年記念全国大会』を実施します。

第一部式典の「感謝状贈呈」では、これまで骨髄バンク事業に貢献された団体、個人の方に感謝の意が表

されます。また、今回コーデイネーターと地区普及広報委員、説明員の表彰規則が策定され、コーデイネーター

については15年以上、地区普及広報委員、説明員については10年以上の活動期間がある方を対象に表彰を行

う準備が進められています。

第二部では骨髄バンク20周 年の歩みを振 り返る企画や、骨髄バンクに関する様々な方が登場し、エピソー

ドなどを語つて頂くイベントが企画されています。ぜひ、お出かけください
|
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0タオルハンカチ&Jヽ児用文房具&手作リタオルうさぎ贈呈
イオン上越店様より「幸せの黄色いレシートキャンペーン」を通じて当法人へご寄付頂いたご厚意をタオルハンカチ、

小児用文房具に換えて受け取り、5月 30日 (月 )に県立中央病院へ、6月 10日 (金)に は長岡赤十字病院、県立がん
センター新潟病院へお届けする事が出来ました。中でも小

児が多く入院されている県立がんセンター新潟病院小児科
へは、小児用文房具60セ ットのほか、賛助会員丸田トヨ子

様よりご寄付頂いた手作りのタオルうさぎ50個 をお贈りす
る事が出来、大変喜んで頂けました。 (斉木桂子) 長岡赤十字病院 県立がんセンター新潟病院 県立中央病院

◎高日高校文化祭での模擬ドナー登録会
県立高田高校の「高高祭」に毎年声がけをいただき、三年目になりました。模擬 ドナー登録会の実施を通して、骨髄

バンクに関する正 しい知識の習得と登録への関心を高める事を目的にしています。

模擬登録会では、実行委員会の高校生に受付DVD・ 問診・採血等の担当をお願いし、

登録年齢に近い高校生により身近に感じていただけたのではないかと思いました。

また、生徒の保護者や弟妹以外に他校からの参観者 も多 くいるので、展示内容に基づ

いた景品付 きのクイズを企画し、挑戦していただきました。

私たちに活動の場を与えてくださった教職員をはじめ、実行委員の皆様に感謝申し上

げます。                            (池 田洋子)



oオリジナル紙芝居初上演 I

やっと完成した llと いうのが素直な気持ちです。そして、子どもたちの前で上演できた

ことは夢のようです。紙芝居の制作は私どもの想いがたくさん詰まつていたので、何回も何

回も直しが入り、思いのほか大変でした。それだからこそ、形になった紙芝居は、わが子の

ように可愛く愛おしいものになりました。私たちの想いを、子ども達に見てもらいたいと、

高志小学校校長先生にお願いし、めでたく上演が決まり、夏休み前の7月 21日 (木)貴重な

時間を頂き読ませて頂きました。暑い中、不慣れな読み方の私たちに3年生86名 の子どもた

ちは、内容的に難しかつたと思いますが、真剣に聞いてくださいました。感想を聞く時間はなかったけれど、ちよつ

とでも心に残ってくれるとありがたいです。私にとつたら、あっという間の時間でしたが、緊張と不安と感謝の詰まっ

たものになりました。最後に、+1作 にあたってくれた皆様にこの場をお借りして感謝申し上げます。 (小林昌美)

知人を通じて骨髄バンクサポート新潟さんから依頼された紙芝居制作の件、お話を聞いてすぐに引き受け

る決心をしました。私自身NPOで活動した経験があり、運営活動の大変さまた認知してもらうための啓発活

動の重要さも理解できるものです
`何

よリメンバーの方々の「知ってほしい |」 という切なる願いを叶えるお手

伝いが出来ればと思いました。お話を元にイラストを描くのは慣れているつもりでしたが、複数の方々の想い

に近づくまでには何度も描き直すという過程もありました。そういった苦労も皆さんの喜びの笑顔で報われ

た気がしま九 これからも骨髄バンクサポート新潟の活動を見守り応援していきま
‐
九 (イ ラストレーター 山本みゆき)

◎語り部講演会
7月 4日 (月 )に県立阿賀野高等学校教職員の方に、8月 1日 (月 )に は妙高市立に

しき特別支援学校の教職員の方に、理事長斉木桂子が「骨髄移植を通 して命につい

て考える」という演題で講演をしました。骨髄バンクや骨髄移植に関するクイズの
~阿

賀野高校にて  にしき特別支援学校にて

ほか、患者の人権について触れた後、実際の治療の様子を映像でご覧頂きました。この講演をきっかけに自分に出来

る事から協力したい、との想いで骨髄バンクにご登録された方が複数いらした事を知り、大変嬉しく思っています。

本当にありがとうございました。

)ドナー登録会
9月 4日 (日 )10時から15時 まで、イオン上越店アコーレ1階セントラ

ルコートにて、休日ドナー登録会が行われ、36名 の方にご登録頂きました。

今回は午前と午後にオリジナル紙芝居「赤ずきんちゃんとやさしいオオカ

ミくん」の上演をしたり、小学生 5名、高校生 2名 の当日ボランティアさ

んによるチラシ配 りや声掛けのご協力も、大きな力となりました。本当にありがとうございました。

ぼくは、18さ いじゃないから血を

あげることができません。だから、

自分ができるチラシをわたすこと

や、声をかけることなどをがんばっ

ています。すこしのことでも、相手

のやくにたつことをやっています。

1人でもたすけることができて、ま

た一人でも命をうしなわないなら、

ぼくはがんばって声をかけます。 1

人でも命をすくえるのなら、がんば

ろうと思いました。

(高志小学校 4年 石井丈士)

ぼくは、18～ 54才 の方を対象 と

した骨ずいバンクのドナー登ろく会

で、チラシ配りのボランティアをし

ました。ぼくは、まだ11オ なので骨

ずい液を患者さんにあげる事はでき

ません。けれど、誰かのためになる

!舌動をしようと、 ドナー登ろく会を

呼びかけるチラシを配りました。こ

れからも誰かの力になりたいです。

そして、少しでも多くの人にドナー

登録を知ってもらいたいです。

(高志小学校 6年 石井幹太)

私はボランテイア活動をすること

が初めてだったので、最初は緊張し

ました。でも、他のボランティアの

方たちと一緒にやつていくうちに慣

れてきて、うまく出来たと思うので

良かったです。ボランティはすごく

大事なことだと分かったし、自分に

とってもいい経験になりました。ま

た、機会があれば参加したいと思い

ます。ありがとうございました。

(高 田南城高校 塚田愛里)

0チャリティーゴルフコンペ
9月 10日 (土)名 門 柏崎カントリークラブにて今年で2回 目の開催となるチャリテイーゴルフ

コンペに職場の同僚たちと参加させて頂きました。今年は東日本大震災の影響を受ける中、企業様

方の定休日の変更により、昨年より、参加者減と事務局の方にお教え頂きました。しかし、今年の

開催地が県内中間の柏崎という事で、県内全域から参加されたとの事です。ゴルフを通して、広く

骨髄バンクヘの理解 と支援の輪を広げる事を目的に、開催される会。毎年参加

される方・初めて参加される方・県内全域に骨髄バンクヘの関心、県民の意識

が更に高くなる事を願い、来年も絶対参加しようと思いながら楽しい 1日 を過ごさせて頂きました。

有難う御座いました。 (藤野弘道 )

第 2回優勝者



05/30阿賀町役場 鹿瀬支所 4名  05/30阿賀町役場上川ホール 0名

病院 5名 06/13 瑞穂医科工業 (株)1名 06/15 弥彦村役場 2名

06/16 柏崎信用金庫東支店 12名 06/16 立川病院 11名  07/11
0名 07/15 電気化学工業青海工場 9名 07/20 湯沢町役場 6名

07/27 新潟ベアリング (株)5名 08/3 新発田市役所 5名 08/8
(株)羽茂工場 3名 08/26 中央会館 0名 09/7 魚沼地域振興局

09/15 糸魚川建設業会館 15名 09/27 新潟市秋葉区役所 14名

06/1糸魚川市役所 8名 06/10 山北徳洲会

06/14新潟リハビリ大学・専門学校 2名

栄保健センター 6名 07/14 敬和学園大学

07/25 +日 町地域振興局合同庁舎 4名

県立六日町病院 1名 08/25 内藤電誠工業

4名 09/13 上越信用金庫有田支店 24名

繹ξ粋智 麟哺 為 ′

【寄付】
○成瀬雅彦様 ○成瀬琴美様 ○藤野弘道様 ○ (有)長谷川不動産センター様

○高澤大介様 ○伊藤道代様 ○情報労連新潟県協議会様 ○秋山一男様 ○古川富士夫様

○アコーレ店内バナナキング様 ○チャリテイーゴルフ参加者様

【寄付品】

○丸田トヨ子様 (手作リタオルうさぎ 50個 )

(H23.5月 31日 ～9月 23日 まで)

○成瀬琴美様 ○笠原真理様 〇小林澄江様 ○金子小百合様 ○阿部孝子様

○高原亮子様 ○丸田 トヨ子様 ○藤沢 貞様 ○江端麻美様 ○神喰キミ様

○小林洋子様 ○外ノ池節子様 ○川村留美子様 ○横山美春様 ○松井康哲様

○飯塚美弥様 ○井澤敏子様 ○川上春子様 ○長谷川 守様 ○新部恵子様

○内海治朗様 ○田中昌義様 ○ (株)平林塗装様 ○松尾久美子様 ○松浦洋子様

○木澤百合子様 ○岩崎由香子様 ○武藤静子様 ○滝本 正様 ○秋山一男様

○梅山香織様 ○大平洋特殊鋳造労働組合様 ○磯部美恵子様 ○星野登美子様

○池原絹子様 ○伊多槙夫様 ○中村由美子様 ○田中明美様 ○齋木賢秀様

○西山和代様 ○(株)大光銀行様 ○信楽園病院様 ○山田謙一様 ○渡邊恭子様

○岩本歩子様 ○(有 )白砂精工様 ○伊藤寿子様 ○町田和子様 ○今井伸行様

【賛助会員】

○成瀬雅彦様

○中嶋正人様

○上野初美様

○松井友子様

○松口敏夫様

○安藤早苗様

○永井千衣様

○塚田俊幸様

〇小池和子様

○畔上義弘様

辟

情報労連新潟県協議会様

7月 8月 現在数 累計数

ドナー登録者 3,183 3,524 389,298 510,526

内新潟県 9,832

ドナー減少数 1,633

内新潟県 И
■

患者登録者 228 277 2,913(23)*1 33,731

骨髄移植例 104 103 13,2η96η
*2

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

*1( )内の数字は新潟県内の患者登録者数
*2( )内の数字は新潟県内在住の提供者数

骨髄バンクヘのお問合わせ 面 ③0120‥445-445

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

特定非営利活動法人 骨髄バンクサポー ト新潟
T943¨0805 上越市木田2…3…11-5  電話 025-546-7337  FAX 025-546… 7338  Mail kbsn‖ gata@gma‖.com 準孝

つ


