
　当法人では、23年度から新潟県内の小中学生に骨髄バンク
への理解と命の尊さ、大切さを認識してもらうため、「骨髄
バンクにまつわる命の作文コンクール」、「骨髄バンク読書感
想文コンクール」を実施し、普及啓発に努めてまいりました。
　今年度からは、一人でも多くの子どもたちに骨髄移植に
よって助かる命があること、そのために骨髄バンクがあり、
正しい理解と協力が必要であることを知ってもらえるよう新
潟県内の小学校を中心に書籍を贈呈する事業を行いました。
これまでに語り部やいのちの話で訪問した学校を中心に一校
あたり八冊の図書を贈呈しました。それぞれの本は白血病を

乗り越えた女の子の話や辛い病気とたたかいながら笑顔で生きる子どもたちと家族の話など、子どもたち
の心を大きく揺さぶる内容です。
　贈呈した学校では、子どもたちに命の尊さや家族とのつながりなどを考
えることができるのでとてもありがたいというお話を頂きました。また、
各校に本を読んだ子どもたちから感想を寄せていただきたいというお願い
をしたところ、早速、感想文が届きました。
　この事業は本年度スタートしたばかりですが、次年度以降も継続し、一
人でも多くの子どもたちの心に響く活動にしていきたいと考えています。

い の ち の ぬ く も り
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〜感想をいただきました〜
　「私は、今朝の読書の時間で「私がんばったよ」という５歳のときに白血病にかかった女の子のお話
を書いた本を読んでいます。その本には、つらい治療や抗がん剤の副作用でかみの毛がぬけ、吐き気
がしてお腹が痛くてそのつらさにたえる毎日を送っている女の子のことが書いてありました。でも、
周りの家族がお見舞いに来てくれたり、いつも一緒にいるお母さんに「大丈夫だよ！！」と声を掛け
てくれていた。と書いてありました。渡なべ先生がおっしゃたように周りの人がはげましてくれたり、
そばにいてくれるだけで乗りこえる勇気を持つことを学びました。これから中学校に入学する６年生
なので、勉強や運動をあきらめない心を持ち続けていきたいです。渡なべ先生に生きることを教えて
もらうことができました。」� 十日町市立田沢小学校６年生

さらなる骨髄バンクへの理解と
命の尊さ、大切さの認識を

～書籍贈呈事業スタート～
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◆活動報告

　米山県知事の骨髄バンクドナー登録と骨髄バンク普及啓発
　７月に発行しました会報誌に米山県知事に対し、骨髄バンクに関する要望書を提出した時にぜひとも、県知事にド
ナー登録をとお願いしてきたのですが、念願が叶いました。８
月３日（木）米山県知事が「万代献血ルームゆとりろ」にてドナー
登録をしてくださいました。それに伴い、万代シティ周辺を県
内のボランティア団体がチラシやティッシュなどを配り普及啓
発してきました。当法人からは野中・小島・小林の3名が参加し
てきました。

　チャリティーゴルフコンペ開催
　10月１日（日）柏崎石地シーサイドカントリークラブにて47名の参加者からご参加いた
だき、開催しました。サントリービバレッジサービス（株）様、菊水酒造様、（株）花の米様、
松之山温泉ひなの宿ちとせ様、ゴルフショップ小山様、能登屋商店様、ニノックススノー
パーク様、キューピットバレイスキー場様から協賛品をいただき、閉会式では大いに盛り
上がりました。

　模擬ドナー登録会
　10月14日（土）県立直江津中等教育学校での学祭にて、１教室
をお借りし福祉委員会の学生さんからもお手伝いしてもらって模
擬ドナー登録会を開催しました。同時に骨髄バンクのクイズを行
い、たくさんの来場者の方から参加してもらいました。

　患者会
　県立中央病院にて11月19日（日）10時から12時までの２時間でしたが、患者やご家族の６名が参加して下さいまし
た。ドクターからの感染症のお話をお聞きし、その後はドクターやナースを囲んでの交流会をなりました。いろいろ
な質問が出たのですが、和やかな雰囲気の中、気さくに交流できてよかったと思いました。

　タオルハンカチと文具の贈呈
　12月12日に新潟がんセンター病院へ13日は長岡赤十字病院へ14日は中央病院へタオルハンカチと院内学級のある病
院には文具をお渡ししてきました。長岡赤十字病院には今回初めて文具を持って行ったのですが、後日クリスマスイ
ベントの時にプレゼントしましたと写真が送られてきたのです。患者さんが少しでも明るい前向きな気もちになって
下さることが私たちにとって最高のプレゼントです。

　幸せの黄色いレシートキャンペーン表彰式と呼びかけ
　イオン上越店にて幸せの黄色いレシートキャンペーンの呼びかけを８月11日・11月11日・12月11日と３か月食品レ
ジのところで行ってきました。そして９月23日には表彰式が行われ、今回も多くの金額のギフトカードを頂くことが
できました。これからも呼びかけに参加し、キャンペーンを広めていけたらと思っています。

　骨髄バンクに関する学習会
　平成29年７月23日（日）上越市民プラザにて骨髄バンクの現状と課題、新潟県の現状と課題について学習しました。
平成29年５月よりチャンスの申し込み記入の変更に伴い、説明時のポイントを小林講師より聞き、その後二人一組になっ
て実技しました。
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　今年度の献血並行・休日ドナー登録会が当法人担当する会場は終了しまし
た。上越保健所の方と協力して若年層に向けて上越教育大学と看護大で開催
することができました。両会場ともに若い方たちから多く登録してもらうこ
とができて、とてもうれしく思っています。来年度もさらなる登録者増加に
向けて皆様方からのご協力をお願いいたします。

〜〜 登録会を終了して 〜〜

　平成29年度地区普及広報委員と説明員の研修会
　平成30年１月８日（祝）に午前中は地区普及広報委員・午後か
らは説明員の研修会が東京会場で行われ、当法人からは６名が参
加しました。財団より若年層への対策が急務とのお話があり、大
学生や高校生の現役が表立って活動している地域の事例を聞きま
した。午前中に語り部を通して若年層への働きかけをしている当
法人の理事長斉木桂子が事例報告しました。

◆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）
７月
11日（火） ９：30～15：00　ユニオンツール（株）長岡工場 ７名
14日（金） ９：30～11：00　（株）原信　五泉店 １名
27日（木） 10：00～15：00　デンカ（株）青海工場 13名

８月
８日（火） 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 ７名
10日（木） 10：00～15：00　上越市役所 10名
22日（火） ９：30～14：30　見附建設会館 ５名

９月
４日（月） ９：30～11：30　協栄信用組合本店 ０名
７日（木） ９：30～11：00　水澤化学工業（株）中条工場 １名
12日（火） ９：30～14：30　佐渡地域振興局　佐渡保健所 ４名
22日（金） ９：30～15：00　（一社）新潟県建設業協会
　　　　　　　　　　　 村上支部 １名
28日（木） 10：00～12：00　魚沼市消防本部 ２名

10月
６日（金） 14：00～15：30　千手中央コミュニティセンター ３名
６日（金） ９：00～10：00　五泉市役所 ０名
８日（日） 10：00～14：30　八色の杜市民祭り ４名
26日（木） ９：30～15：00　藤塚浜工業団地 ３名
29日（日） 10：00～15：00　上越教育大学 22名

11月
４日（土） 10：00～15：00　県立看護大学 25名
８日（水） 11：00～15：00　上越教育大学 13名
12日（日） 10：00～15：30　イオン三条店 １名
14日（火） 10：00～14：30　中央公民館 ２名
14日（火） 13：45～15：30　津南町役場 ２名
20日（月） 10：00～15：30　藤木鉄工 ４名
29日（水） 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） ４名

２月
16日（金） 三条市　10：00～15：00　（株）コロナ

★新潟市
５月
18日（木） 12：15～15：30　新潟薬科大学 ０名

６月
12日（月） ９：30～15：00　国際情報大学 １名

７月
11日（火） ９：30～15：00　日本歯科大学新潟病院 ０名

８月
17日（木） ９：30～14：30　新潟テクノスクール ３名

９月
15日（金） 10：00～15：30　デンカビッグスワン ７名

11月
２日（木） 10：00～14：30　新潟県庁 ０名

12月
10日（日） 11：30～15：30　イオン新潟南（単独） ６名

１月
19日（金） ９：00～11：30　新潟テクノスクール

★長岡千秋献血ルーム
　13：30～16：00　第４金曜日
　７月28日　３名　　８月25日　４名
　９月22日　２名　　10月27日　３名
　11月24日　５名　　12月22日　２名
　１月26日　　２月23日　　３月23日
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○丸田トヨ子様� ○阿部孝子様� ○田中昌義様� ○南雲正一様� ○岩嵜由香子様� ○横山美春様
○飯塚美弥様� ○星野登美子様� ○松澤政子様� ○池原絹子様� ○新潟県医薬品卸組合様
○金井芳子様� ○信楽園病院様� ○小池和子様� ○木澤百合子様� ○川崎和子様� ○山本孝子様
○畔上義弘様� ○金子玲子様� ○井澤敏子様� ○安藤早苗様� ○折笠智子様� ○西谷亮様
○内海治郎様� ○高館紀子様� ○樋熊みちよ様� ○斉木美恵子様� ○大平洋特殊鋳造労働組合様
○西山和代様� ○川村留美子様� ○上石喜代子様� ○松矢公子様� ○小林澄江様� ○神喰キミ様
○県立直江津中等教育学校模擬ドナー登録会にて募金� ○原滋男様� ○チャリティーゴルフコンペ参加者様
○岡村光浩様� ○原博明様� ○高澤大介様� ○保坂サヨ子様� ○イオン上越店様

◆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12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６月16日から平成30年１月10日まで）

全国 新潟
ドナー登録者数 482,191（＋492） 25（－49）
患者登録者数 3,770（ ＋13） 21（＋１）
移 植 例 数 21,488（ ＋85） 301（＋１）
＊（　）内は11月末との増減です
＊12月の20歳未満の登録者　　344人
＊12月末までの末梢血幹細胞移植（PBSCT）累計数：420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 4,171人
20代 72,028人
30代 138,254人
40代 206,577人
50代 61,161人

　日程が決まりましたので、お知らせいたします。お忙しいこととは思いますが、ご出席くださいますようお願い
いたします。
　日　時：平成30年４月22日日曜日　13：30～ 15：30
　会　場：上越市市民プラザ２階　第８会議室
　なお、正会員の方には後日総会資料と共に出欠のお葉書を同封いたしますので、締め切り日までにご返信くださ
いますようお願いいたします。

第10回通常総会のご案内

　2017年11月15日に上越市立飯小学校へ図書本の贈呈を行う事が出来ました。飯小学校は作文コ
ンクール・読書感想文コンクールなど毎年、クラス単位で取り組んでいただいておりました。今
後も本を通し、命について考える機会とともに、骨髄バンクへの理解を深めてほしいと切に願っ
ております。� （石井）

編集
後記
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