
　米山隆一新潟県知事に対し、６月22日木曜日新潟県内３ボランティア団体（特定非営利活動法人骨髄バ
ンク命のアサガオにいがた・新潟骨髄バンク応援団・特定非営利活動法人骨髄バンクサポート新潟）で「非
血縁者間造血幹細胞移植事業（骨髄バンク・臍帯血バンク）に関する要望書を提出してきました。当法人
からは斉木理事長・小島副理事長が参加しました。
　平成25年２月に当時の泉田裕彦県知事に同要望書を提出し、その後４月にはドナー登録していただき、
全国的に骨髄バンクの普及啓発に繋がりました。それから４年が経過し、新しい米山知事にあらためて、
以下のような点を要望して参りました。
　１）　骨髄提供者に対する休暇制度の整備支援及び助成制度の創設について
　２）　「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」の政省令の見直しについて
　３）　新潟県内の骨髄提供希望者（ドナー）登録事業の若年層対策について
　４）　日本赤十字社との連携の強化について
　当法人は、多くの患者さんが希望をもって治療に取り組めるよう、これからも頑張っていきます。
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G I F T

要望書提出に出席して	 小島副理事長

　６月22日、米山知事へ骨髄バンクに関する要望書をお渡ししました。
　要望書の内容は、「ドナー助成制度の全県実施」、「ドナー休暇制度の導入支援」、「若年層の登録推進」、
「日赤との連携強化」、「骨髄提供に関する法律の見直し」で、知事から積極的な回答をいただきました。
また、知事にドナー登録をお願いしたところ、快諾をいただきました。さらに、ＮＨＫなど多数のメディ
アの取材があり、ＴＶ放映では３局から放送されてアピールが出来ました。

米山県知事に要望書を提出
～若年層の登録向上に向けて～
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　平成29年４月22日（土）上越市市民プラザにて第9回通常総会が開催されました。平成28年度の事業報告・決算報告、平
成29年度の事業計画・予算、特定非営利活動促進法の改正に伴い一部定款の変更について承認されました。今年度もご協
力をお願いいたします。

◆平成28年度収支決算報告
【経常収益】 【経常費用】

会費収入 206,000 １、事業費
寄付収入 1,231,999 　　人件費 60,000
助成金 50,000 　　その他の経費 644,539
事業収益 161,750 　　　　　　　　計 884,539
その他の収益 8,074 ２、管理費 565,454

合　　　計 1,657,823 合　　　計 1,449,993

第９回通常総会のご報告

◆平成29年度事業計画
●関係機関との連携事業
・ドナー募集事業（集団休日登録会）
・ドナー募集事業（献血並行登録会）
・語り部事業
●患者支援事業
・タオルハンカチ・文具贈呈事業
・患者会支援事業

◆定款の変更
新　第９章公告の方法
第55条この法人の公告は、この法人の掲示場に提示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、特定非営利活動推進法
第28条の２第１項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

●骨髄提供しやすい環境づくり事業
・ドナー支援推進事業
・ドナー登録説明会事業
●普及啓発事業
＊書籍贈呈事業
・会報誌作成と発送事業
・その他の普及啓発事業（学習会・

ホームページ・模擬ドナー登録会）
●その他付随する事業
・チャリティーバザー事業
・チャリティーゴルフ事業
・イエローレシート呼びかけ
＊印は新事業になります。

◆活動報告

　骨髄バンク事業研修会
　５月16日（火）新潟県自治会館にて県の職員の方（各保健所担当者）、（公財）日本骨髄バン
ク、赤十字血液センター、新潟市の担当者が集まり、県内の骨髄バンク事業の現状や登録
時の説明ポイント、検体運送時の留意点などをお聞きしました。県内のボランティア３団
体も出席し、登録時の声を掛けるタイミング、関係者の方へのお願いなどをしてきました。

　湯沢花祭りにて説明会とチャリティーバザー
　４月29日（土・祝）湯沢中央公園にてゆざわ・花まつりに説明会と出店をしてきました。不安定な天候でしたが、多く
の来場者に声を掛け、水ヨーヨー釣りやお面などを買っていただきました。湯沢ライオンズクラブのメンバーにも手伝っ
てもらい、説明も１名の方に聞いて頂くことが出来ました。

★チャリティーゴルフコンペ開催決定★
　チャリティーゴルフコンペを平成29年10月１日（日）柏崎石地シーサイドカントリークラ
ブ（0257－47－2121）にて開催します。より多くの方に参加していただけるように参加費
を下げました。また特別料金にして頂きました。プレー代は8,500円（食事・ワンドリン
ク付き）。ゴルフが大好きな方、ご参加お待ちしています！
　チャリティーゴルフのご案内を同封いたしましたのでご覧ください。

参加者募集
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　カッパ祭り
　６月４日（日）雲空で少し肌寒い中、大潟区のカッパ祭りでバザーを行いました。今年は初めてのボランティアの参加も
あり、メンバー７名で忙しくも楽しい時を過ごすことが出来ました。これからも、活動する仲間が増えればと思う一日で
した。

　�新潟県立高田高等学校「高高祭」にて模擬ドナー登録会＆骨髄バンククイズ
　６月10・11日（土・日）の二日間県立高田高等学校「高高祭」に模擬ドナー登録会と骨髄バンククイズを保健委員会
の方からお手伝いしてもらって、開催しました。今年
は上越保健所、国際交流の３団体で１教室を借りて、
オープンにいろいろと見てもらう工夫をしました。体
験してくれた人のメッセージには18歳になったら登録
したいという内容が多く、うれしくなりました。

　長岡赤十字病院・患者会
　６月24日（土）長岡赤十字病院にて、患者会が行われました。病院サイドが主催となって
また、ホームページにも載せてくださいました。10時から12時の予定でしたが過ぎても皆
さんから闘病中の話、今現在進行形の患者さん、ご家族が入院中などいろいろな悩みや苦
しみを話してくれました。解決はないと思いますが、話して共感してくれる仲間がいる事
が力になると実感しました。

◆平成29年度献血並行ドナー登録会終了・実施予定会場（一部休日登録会）
５月９日（火） 佐渡市　９：00～14：30　金井コミュニティーセンター ９名
　　11日（木） 佐渡市　14：00～15：30　佐渡地域振興局　佐渡保健所 ０名
６月２日（金） 阿賀町　９：30～10：30　阿賀町役場　上川支所 ０名
　　　　　　 阿賀町　13：00～15：30　阿賀町役場　本庁 ５名
　　12日（月） 刈羽村　９：30～15：00　生涯学習センター　ラピカ ３名
　　13日（火） 柏崎市　14：00～15：30　国際石油開発帝石（株） ２名
　　15日（木） 加茂市　10：00～11：00　JAにいがた南蒲加茂支店 ３名
　　　　　　 加茂市　13：00～15：30　加茂信用金庫本店 ４名
　　18日（日） 阿賀野市　９：15～14：45　瓢湖あやめ祭り ０名
７月11日（火） 長岡市　９：30～15：00　ユニオンツール（株）長岡工場
　　14日（金） 五泉市　９：30～11：00　（株）原信　五泉店
　　27日（木） 糸魚川市　10：00～15：00　デンカ（株）青海工場
８月８日（火） 燕　市　９：30～15：30　パナソニック（株）エコソリューションズ新潟工場
　　10日（木） 上越市　10：00～15：00　上越市役所
　　17日（木） 見附市　９：30～14：30　見附建設会館
９月４日（月） 燕　市　９：30～11：30　協栄信用組合本店
　　７日（木） 胎内市　９：30～11：00　水澤化学工業（株）中条工場
　　12日（火） 佐渡市　９：30～14：30　佐渡地域振興局　佐渡保健所
　　15日（金） 長岡市　10：00～15：30　アルプス電気（株）
　　22日（金） 村上市　９：30～15：00　（一社）新潟県建設業協会村上支部
　　28日（木） 魚沼市　10：00～12：00　魚沼市消防本部
10月６日（金） 十日町市　14：00～15：30　千手中央コミュニティセンター
　　　　　　 五泉市　９：00～10：00　五泉市役所
　　８日（日） 南魚沼市　10：00～14：30　八色の杜市民祭り
　　26日（木） 新発田市　９：30～15：00　藤塚浜工業団地
11月２日（木） 出雲崎町　10：00～14：30　中央公民館
　　４日（土） 上越市　10：00～15：00　県立看護大学
　　８日（水） 上越市　11：00～15：00　上越教育大学
　　12日（日） 三条市　10：00～15：30　イオン三条店
　　14日（火） 津南町　13：45～15：30　津南町役場
　　20日（月） 聖籠町　10：00～15：30　藤木鉄工
　　29日（水） 妙高市　10：00～15：30　パナソニック・タワージャズセミコンダクター（株）
２月16日（金） 三条市　10：00～15：00　（株）コロナ
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○中村由美子様	 ○太田玲子様	 ○岡村光浩様	 ○長谷川武・恵美子様　　　○松浦洋子様
○小出秀一様	 ○岩元歩子様	 ○小池和子様	 ○笠原真理様	 ○株式会社平林塗装様
○上原浩治様	 ○上原和真様	 ○神喰キミ様	 ○坂西輝男様	 ○田村正幸様
○コカ・コーライーストジャパン株式会社様	 ○新潟骨髄バンク連絡会様（ダイドードリンコ）
○イオン上越店様　　　○花まつり・ゆざわ出店にて募金　　　○県立高田高校「高高祭」にて募金

◆ご寄付のお願い ― 当法人の活動は皆様方の善意に支えられています。ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。◆
　○銀行口座　新潟県労働金庫　高田支店　普通	５４８５１２４
　○郵便振替口座　００５００－５－９７１４２　　ＮＰＯ法人骨髄バンクサポート新潟

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

◆日本骨髄バンクの現状（平成29年５月末現在） ◆NPO法人 骨髄バンクサポート新潟 入会のご案内

まごころからのご寄付をありがとうございました
（平成29年１月16日から６月15日まで）

全国 新潟
ドナー登録者数 472,856（＋1305） 16（－３）
患者登録者数 3,565（　＋51） 16（－２）
移 植 例 数 20,747（　＋106） 295（＋２）
＊（　）は４月末との増減です。
＊５月の20歳未満の登録者　　496人
＊５月末までの末梢血幹細胞移植（PBSCT）累計数：305件

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

骨髄バンクへのお問合わせ　☎03-5280-1789　日本骨髄バンク

●年齢別登録者数
10代 4,041人
20代 70,296人
30代 139,142人
40代 202,093人
50代 57,284人

　今年度より諸事情により年２回の発行になりました。また今月からは献血並行登録会が上越地域でも始まり
ます。若年層への骨髄バンク推進が課題ですが、７月からのACジャパン骨髄バンク支援キャンペーンには、
若い人に人気のある俳優の木下ほうかさんが出演します。2009年に骨髄バンクを介して骨髄提供をしたそうです。
YouTube骨髄バンク公式チャンネルで木下さんの応援メッセージが公開されます。多くの人にご覧いただき、
ドナー登録が増えてくれることを願います。	 小林

編集
後記

お知らせ
　「骨髄バンク推進全国大会2017」が栃木県で開催されます。栃木県はここ数年ドナー登録者の増加がめざましく、活
動事例などの報告もあるそうで楽しみです。
　日時　９月16日（土）12：30～16：30
　場所　白鷗大学東キャンパス：白鷗ホール（栃木県小山市）

上原和真くん（米大リーガー上原浩治氏のご子息）より！	 斉木　桂子　

　今年３月、上原和真くん（日本人MLB選手上原浩治氏のご子息）より、日本骨髄バンクの役に立ってほしい、との
想いから当法人に寄付がありました。アメリカで暮らす和真くんは、自身の11歳を祝う誕生パーティーに集まった友
達に、骨髄バンクの大切さを訴え、寄付を呼び掛けてくれたのでした。子どもが子どもに訴えて集まった寄付の金額
は決して大きいものではありませんでしたが、子どもたちの想いがたくさん詰まった本当に嬉しい寄付で、大変感動
しました。そんな和真くんの想いを汲んで大切に使わせて頂きます。和真くん、本当にありがとうございました！
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