
日 時 　平成30年12月16日 日曜日午後１時から
場 所 　高田公園オーレンプラザ　ホール　　新潟県上越市本城町８－１

内 容 　●オープニングイベント　　新潟県立北城高校　吹奏楽部による演奏
　　　　●第一部　式典　　今までお世話になった方たちへ感謝状の贈呈
　　　　●第二部　
　　　　　★映像を見ながらの絵本『春ちゃんは元気です』読み聞かせ
　　　　　★トークショー　

『骨髄バンクについて思うこと』をテーマに　元患者さ
んや患者家族、ドナー経験者、ドクターや公益財団法人
日本骨髄バンクの方から骨髄バンクについて話を聞いて
みよう！
大物ゲストもいらっしゃる予定です・・・お楽しみに‼

参加費 　無料

い の ち の ぬ く も り

G I F T

10周年記念事業について
　『感謝を込めて』� 理事長　斉木　桂子　

　おかげさまで当法人は、今年10周年の節目をを迎えることが出来ました。設立当初、ドナー登録者
が30万人になれば骨髄移植を望む全ての患者さんにその機会が訪れると信じ、多くの方にドナー登録
して頂いたにも関わらず、実際には６割弱の患者さんにしか移植治療を行うことは出来ませんでした。
一人でも多くの患者さんの命が救われますように…その想いで私どもはNPO法人を立ち上げ、今日ま
で活動を続けて参りました。ここに10年という長きに渡り当法人へのご理解、ご協力と多大なるご支
援を下さった皆様に心から感謝申し上げ、骨髄バンクの更なる普及啓発に繋がることを願い、記念事
業を行います。一人でも多くの方にお越し頂き、楽しいひと時をお過ごし頂ければ幸いです。
　皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

骨髄バンクサポート新潟
10周年記念事業のお知らせ!!

NPO法人骨髄バンクサポート新潟
NPO法人骨髄バンクサポート新潟設立10周年記念設立10周年記念

『読み聞かせ&
　　 トークショー』

『読み聞かせ&
　　 トークショー』

平成30年

会場：高田公園オーレンプラザ　　 ホール（定員600名）

「オープニングイベント」

上越市本城町8-1
総合司会：熊田唯志（FM上越）

鶴見幸恵（上越ケーブルビジョン アナウンサー）

12/16日

■事務局■ 〒943-0805　新潟県上越市木田 2-3-11-5 電話  025-546-7337　FAX  025-546-7338 http://kbsniigata.jimdo.com　メールアドレス　kbsniigata@gmail.com

トークショー　テーマ『骨髄バンクについて思うこと』

10年間 活動を支えてくださった団体・個人に感謝状を贈ります。

新潟県立高田北城高校吹奏楽部　演奏

黙とう、挨拶、感謝状贈呈
「第二部・読み聞かせ&トークショー」

「第一部・式典」

絵本『春ちゃんは元気です』読み聞かせ
絵本『春ちゃんは元気です』読み聞かせ

午後1時開演～午後3時30分午後0時30分開場

10周年記念事業の概要

皆さま、お誘い合わせの上、ぜひご参加下さい
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　骨髄バンク事業研修会
　４月27日（金）新潟県自治会館にて、新潟県健康対策課が主催して研修会が行われま
した。出席したのは、健康対策課のほか、各保健所、新潟市保健衛生総務課、新潟県
赤十字血液センター献血推進課、（公財）日本骨髄バンクの各担当者と当会を含む県内
のボランティア３団体各２名ずつです。研修会の最後には、日赤への要望をボランティ
ア側から行いました。新潟市内の献血ルームばんだいゆとりろでの説明員配置につい
ては内部で検討を行うとのことで、今後も継続して日赤への要望を行います。

◆活動報告

　平成30年４月22日（日）上越市民プラザにて第10回通常総会が開催されました。平成29年度事業報告・決算報告、平成30
年度事業計画・予算、役員選任について承認されました。

♦平成29年度収支決算報告書
【経常収益】 【経常費用】

会費収入 192,000 １．事業費
寄付収入 540,217 　　人件費 240,000
助成金 50,000 　　その他の経費 316,590
事業収入 187,000 　　　　計 556,590
その他の収益 8,015 ２．管理費 461,539

合　　　計 977,232 1,018,129
《当期繰越金》 977,232円−1,018,129円＝−40,897円
《次期繰越金》 前期繰越金額 2,086,407円−40,897円＝2,045,510円

第10回通常総会のご報告

♦平成30年度事業計画
●関係機関との連携事業
・ドナー募集事業（集団登録会）
・ ドナー募集事業（献血併行登録会）
・語り部事業
●患者とその家族に対する支援事業
・タオルハンカチ贈呈事業
・患者会支援事業

♦新役員体制
〈理 事 長〉　斉木桂子　　〈副理事長〉　小林俊夫　
〈理　　事〉　小島充　石井智子　渡邉雅之　上野博　　〈新 理 事〉　齊木秀雄　河野健一
〈退任理事〉　水澤泰維　曽山尚幸　　＊小林昌美…事務局長として運営に携わります

●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
・当会設立10周年記念事業

・その他の普及啓発事業
　 （ホームページ・イベントでの普

及啓発・模擬ドナー登録会）
●その他必要な事業
・チャリティーバザー事業
・チャリティーゴルフコンペ事業
・イエローレシート呼びかけ

★チャリティーゴルフコンペ
　９月30日（日）柏崎石地カントリークラブにて開催します。
日　時：平成30年９月30日（日）
会　場：石地シーサイドカントリークラブ（柏崎市）☎0257−47−2121…北陸自動車道西山インターから約５キロ

★直江津中等教育学校にて模擬ドナー登録会開催!!
　10月13日土曜日学祭の中、１教室を借りて行います。同時に骨髄バンクについて簡単なクイズを行いますので、足
を運んでください。

今年も開催決定
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◆これからの活動
●９月30日（日）　柏崎石地カントリークラブにてチャリティーゴルフコンペ開催
●10月13日（土）　新潟県立直江津中等教育学校にて模擬ドナー登録会＆骨髄バンククイズ
●12月16日（日）　オーレンプラザにて10周年記念事業開催

　湯沢花まつりにて説明会とチャリティーバザー
　４月29日（日・祝）湯沢中央公民館にて、ゆざわ・花まつりに説明会と出店をしてきました。天候にも恵まれた花ま
つり、多くの親子づれや若年層のみなさんやご高齢の方幅広い方たちに骨髄バンククイズにチャレンジしてもらい
知ってもらうことが出来ました。湯沢ライオンズクラブのテントもお隣で声を掛け合っての一日でした。説明はおひ
とりでしたが、献血ルームに行って登録するといってもらえました。

　かっぱ祭り
　６月３日（日）大潟カッパ祭りでバザーを行いました。今年も多くの方からたくさん
買っていただきました。水ヨーヨーは好評で作るのが間に合わない状態でした。ほか
のテントにも出かけ、おいしいものも食べました。今回新しく参加くれた若いボラン
ティアの方にパワーをもらって、一日過ごせました。カッパ祭りに来て下さった皆さ
ん来年も頑張りますよ!

　新潟県立高田高等学校学祭「高高祭」模擬ドナー登録会＆骨髄バンククイズ
　６月９日（土）10日（日）の二日間「高高祭」に保健委員会から
のお手伝いしてもらって参加しました。毎年のことながら高校
生の若い世代と触れ合って、いろんな出し物を見ながら、将来
のドナーになってもらえることを願って多くの人に声をかけて
きました。ドナー登録会を経験して命の大切さについて学んで
ほしいです。昨年ここで説明を受けた先生が登録して来ました
とドナーカードを見せてくれました。こんな嬉しいことがあるので、継続は力ですね。

◆平成30年度献血併行型登録会スケジュール
７月３日（火） ９：30～11：30　村上市役所
７月６日（金） 13：30～15：00　魚沼テクノスクール
７月11日（水） 13：30～15：00　晴麗看護学校（長岡市）
７月18日（水） 14：30～15：30　栄通信工業㈱見附工場
７月24日（火） 10：00～11：00　13：00～15：30
　　　　　　　　　　　　 　 東北電力㈱東新潟火力発電所（聖籠町）
７月26日（木） 10：00～11：15　13：00～15：30
　　　　　　　　　　　　 　日本ベアリング㈱
７月27日（金） 10：00～11：00　13：00～15：30
　　　　　　　　　　　　 　デンカ㈱青海工場
８月20日（月） 14：00～15：30　㈱ツガミ長岡工場
８月24日（金） 10：00～11：30　13：15～15：00
　　　　　　　　　　　　 　十日町市役所
８月27日（月） 13：30～15：30　柏崎市役所
８月30日（木） 13：30～15：30　㈱オーエム製作所長岡工場
９月７日（金） 13：30～15：30　㈱中条ジャムコ
９月７日（金） ９：30～11：30　13：15～15：00
　　　　　　　　　　　　 　上越テクノスクール
９月12日（水） 12：30～14：30　佐渡地域振興局

９月25日（火） ９：30～11：30　13：30～15：30
　　　　　　　　　　　　 　三條機械
10月５日（金） 10：00～11：00　13：00～15：00
　　　　　　　　　　　　 　㈱ミヤトウ野草研究所
10月10日（水） ９：00～10：00　五泉市役所
10月11日（木） ９：30～12：00　水原商工会
11月９日（金） 14：00～15：30　湯沢町総合福祉センター
11月23日（金・祝） ９：00～11：00　13：30～15：00
　　　　　　　　　　　　 　田上町総合保健福祉センター
11月27日（火） 12：30～12：50　14：30～15：30
　　　　　　　　　　　　 　上越教育大学
12月10日（月） 10：00～11：30　13：00～15：30
　　　　　　　　　　　　 　燕市役所
12月21日（金） 13：00～15：00　三条テクノスクール
１月７日（月） 10：00～11：00　13：00～15：30
　　　　　　　　　　　　 　上越市役所
１月29日（火） 10：00～11：30　13：30～15：00
　　　　　　　　　　　　 　三条建設会館
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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

◆今年度の会費納入をお願いします ◆NPO法人 骨髄バンクサポート新潟 入会のご案内

　今年度も多くの事業を予定しておりますので、皆
様からの会費納入についてはお早めにお願いいたし
ます。また、お知り合いの方へのお声掛けにより、
新規会員の増加にご協力をいただけますようお願い
いたします。さらに、寄付付き自動販売機を設置に
ついてもご協力宜しくお願いします。自動販売機の
設置については、お気軽にお問い合わせ下さい。

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

◆平成29年度ドナー登録者数（新潟県）

◆10周年記念事業への協賛金のお願い

◆骨髄バンクの現状（平成30年７月末現在）

　新潟県内のドナー登録者数は若年層での登録者が少
なく、新規の登録者数よりも年齢超過に伴って登録取
消となる人数が多くなり、登録者数の合計では減少が
続いています。全国でも３分の１以上の道府県で同様
の状態となっています。若年層への啓発の必要性は献
血においても同様です。皆様方の周囲の方々へも、先
ずは献血の啓発活動から進めていただきたくご協力宜
しくお願いします。

 （単位：人）

保健所登録者数（上越保健所、平日） 12

単独登録会登録者数（新潟市・上越保健所、休日） 28

献血併行・献血バス登録者数 173

献血ルーム 163

登録取消者数 451

登録増減者数 ▲75

累計登録者数 9,344

　今年12月に予定をしております10周年記念事業への協賛金を募集しております。個人の方は一口5,000円
から法人協賛金は10,000円からで申し受けております。なお、ご協賛いただいた方のご芳名（ご希望の方
のみ）を記念誌においてご紹介させていただきます。ご協力をお願いいたします。

 （単位：人）

患者の状況 ドナーの状況

患者登録者数（累計） 54,317 登録受付ドナー数（累計） 742,355

患者登録現在数 3,930 ドナー登録現在数 487,627

（うち国内登録患者現在数） 1,345 29年度新規登録者数 34,990

HLA適合患者数（累計） 43,288 HLA適合報告ドナー数 296,370

※患者登録現在数は、患者登録数（累計）から登録取消された患者数および移植実施患者数を引いた数です。
※HLA適合報告ドナー数は複数回適合したドナーの数を差し引いた実適合ドナー数を表示しています。
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