
    

    
    
    

    

東京箱根間駅伝競走大会東京箱根間駅伝競走大会東京箱根間駅伝競走大会東京箱根間駅伝競走大会    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ４月号４月号４月号４月号 2013. 4. 1 

 発行：千葉骨髄バンク推進連絡会 
〒273-0021 船橋市海神 5-18-11 遠山方 
    TEL／FAX 047-431-5065 

   http://www.marrow.or.jp/chiba/ ～千葉の会だより～ 

いのちの輝き展と著名人のメッセージ展いのちの輝き展と著名人のメッセージ展いのちの輝き展と著名人のメッセージ展いのちの輝き展と著名人のメッセージ展 ３月 23日（土） 

 昨年に続き、東京学館船橋高校の吹奏楽部定期演奏会会場ロビ

ー（流通経済大学新松戸キャンパス講堂）において、上記パネル展

を開催しました。開場後と休憩中、主に父兄の方たちが関心を持た

れ、熱心にご覧になっておられました。 

 演奏の曲間に、千葉の会のミニトークの時間を取ってもらい、ド

ナー体験者の山本さんがユーモアを交えながら話され、ドナー登録

への啓発になったのではないかと思います。（仲田） 

 かなり緊張しましたが、今回のミニトークはとてもいい経験にな

りました。私のドナー体験を通じて、献血や骨髄バンクを知っても

らえるならと…、今後も機会があればお話させて頂きたいと思いま

した。（山本） 

１月３日１月３日１月３日１月３日    箱根駅伝（復路田町）箱根駅伝（復路田町）箱根駅伝（復路田町）箱根駅伝（復路田町）    西島夫妻、笹森、川井 

 沿道での応援場所は、カーブになっているため、多少スピードが

落ちる地点ですが、ものすごいスピードで走り抜けて行きます。 

 この地点を通過する頃には、順位がほとんど決まっています。並

走する選手が通過する時は、スリリングで応援にも力が入ります。 

 解散後、東京・埼玉・青森の方達と新年会を楽しみ、その中には

笹森ゆきのさんもいました。元気に、明るく、大きな声で楽しんで

いました。食欲もありリハビリに頑張っていました。 

 帰りは、車椅子を押して元気に手を振って、駅に向かいました。

その二ヶ月後、帰らぬ人になってしまうとは、とても信じられませ

んでした。ご冥福をお祈りいたします。（西島一恵）） 

パ ネ ル 展 告 知 
平成２５年４月２３日（火）～２９日（月祝） 

そごう千葉店 地下ギャラリーにて 

「あやちゃんの贈り物」のパネル展を開催致します。 
※前回開催後（10 月 30 日～11 月 5 日）、お客様からの要望

が多く、再度開催することになりました。 お楽しみに！ 

左記日程で、パネル展を開催しま

すので、県内各市の担当者様、足を

運び見学してみては、いかがでしょ

うか？ 

もし、各市での開催希望がありま

したら、お気軽に事務局まで、連絡

下さい。お待ちしております。（遠山） 

 

 皆様、お正月テレビで観戦された方は、多かったと思います。特定非営利活動法人全国骨髄バンク推

進連絡協議会では、正月も治療に専念している患者さん達を沿道からキティの幟といっしょに応援でき

ればと思い数年前より実施しています。来年は、何か所で骨髄バンクの幟を発見できますか？（遠山） 

★★うれしいことに、来年も、我が千葉県から順天堂大学（印西市）、中央学院大学（我孫子市）の２校がシ

ード権を獲得し、本戦出場が決定しています。多くの方に感動を与えられる走りを期待しています。★★ 

１月２日１月２日１月２日１月２日    箱根駅伝（往路田町）箱根駅伝（往路田町）箱根駅伝（往路田町）箱根駅伝（往路田町）    熊倉夫妻、笹森、笹森（母） 

空が明けかけた頃、ＪＲ田町駅西口に向かいました。7 時 30 分

過ぎに国道 15 号線沿いの「芝 5 丁目」交差点付近にある三菱自動

車工業本社前に集合。往路での啓発活動を行いました。千葉の会か

らは 4名が参加。冬晴れの底冷えする中、骨髄バンクの幟旗を手に、

8時 5分過ぎ、走りすぎてゆく選手に沿道から声援を送りました。 

話しに聞いていた通り、往路の１区は選手が一団で通過するた

め、一瞬で通り過ぎていきました。あのスピードで、1区の 21.4km

を走り通す、選手の皆さんには脱帽です。 

短い時間でしたが、沿道の応援者にＰＲできたと思います。（熊倉） 

 
 

 

 



献血併行ドナー登録会献血併行ドナー登録会献血併行ドナー登録会献血併行ドナー登録会    
    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

    

    

 

    

    

    

                                                                                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                        

                                                                                            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 東金市役所東金市役所東金市役所東金市役所        １月１０日（木）１月１０日（木）１月１０日（木）１月１０日（木）    
 

 東金市役所にて献血併行登録会を行いました。当日は、人

足も途絶えることなく、献血が行われていました。 

 数年前、東金市近隣の市町村である大網白里町や白子町で

同様の登録会を開催したとき、50名以上のもの方が登録して

下さりました。今回もそこまでいかなくとも、20～30名位は

登録してくれればと淡い期待を抱いていたのでちょっと残念

でした。（登録者 12 名）ただ、比較的若い登録者を数名確保

できたことはうれしかったです。 

 若いドナーは、登録期間が長くて経済的だし、何より治療

成績がよいですからね。 

 東金市役所は、献血者数が多いようですので、またの機会

があればドナー登録会を開催したいです。（野平） 

 

三井化学市原工場三井化学市原工場三井化学市原工場三井化学市原工場        １月２２日（火）１月２２日（火）１月２２日（火）１月２２日（火）    
 

 残念ながら今回は登録者ゼロでしたが、事前に社内電子掲

示板で広報し、当日も会場に幟や掲示をしましたので、宣伝

効果は大きいものがあり、今後に期待が出来ます。 

 現在、全国各地で献血併行登録会が開催されていますが、

私が 00年 8月 16日に三井化学市原工場で企画し開催したも

のが初めての登録会でした。 

 このときは財団から４名、説明員として私を含めて３人が

参加しました。その結果９人に登録頂き、読売新聞にも大き

く写真付きで報道されました。08年からは、説明員なしの登

録会として年 2～3 回開催し、工場の多くの方に登録頂きま

した。今後はこの形式の登録会が増えることを期待します。

（梅田） 

骨髄移植 15,000 例達成 
 

 平成24年 12月 12日に、日本骨髄バンクを介して骨髄及び末梢血幹細胞移植数が累計で、15,000

例に達しました。平成 5年１月 28日の第１例から約 20 年での達成となります。 

 また、平成 15 年 8月 1 日に 5,000 例に達し、平成 20年 12 月 3 日に 10,000 例に到達しました。 

なお、平成 24 年の年間移植例数は、過去最高の 1,336 例となっております。 

 千葉県消防学校千葉県消防学校千葉県消防学校千葉県消防学校        ２月１５日（金）２月１５日（金）２月１５日（金）２月１５日（金）    
 

 本会場では、毎回多くの救急隊の生徒さんに登録を頂いて

おります。今回も 15 名の方に登録を頂き、9 名の方に説明

をいたしました。 

 きびきびした隊員の登録は、とても力強く感じました。 

しかし、職場は大変忙しく、休みを取りにくいため、登録を

断念される方も多くいるそうです。 

 消防職場等には、ドナー休暇制度は整備されていますが、

定数削減により、実際に休暇が取りづらいようで、この問題

を解決しないことには、これ以上移植率は上がらないのでは

ないでしょうか？（溝口） 

 

説明員：溝口、野平、河口説明員：溝口、野平、河口説明員：溝口、野平、河口説明員：溝口、野平、河口 

 

 

説明員：溝口、河口、西島（一）説明員：溝口、河口、西島（一）説明員：溝口、河口、西島（一）説明員：溝口、河口、西島（一） 



    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                        ９日：梅田、河口、西島、熊倉夫妻、柴谷、９日：梅田、河口、西島、熊倉夫妻、柴谷、９日：梅田、河口、西島、熊倉夫妻、柴谷、９日：梅田、河口、西島、熊倉夫妻、柴谷、    

                                                                                                                                        10101010 日：仲田、河口、小泉、石橋日：仲田、河口、小泉、石橋日：仲田、河口、小泉、石橋日：仲田、河口、小泉、石橋    

                                                                                                                                        11111111 日：尾木、河口、志田日：尾木、河口、志田日：尾木、河口、志田日：尾木、河口、志田    

    

    

                                                                                                                                                        

                    

    

    

    

    

    

    
    

    

                                                                        登録者登録者登録者登録者        説明受講者説明受講者説明受講者説明受講者    

東東東東    金金金金    市市市市    役役役役    所所所所                １２名１２名１２名１２名            ５名５名５名５名    

キャンピングカーキャンピングカーキャンピングカーキャンピングカー                    １８名１８名１８名１８名            ９名９名９名９名    

千葉県消防学校千葉県消防学校千葉県消防学校千葉県消防学校                    １５名１５名１５名１５名            ９名９名９名９名    

三井住友海上火災三井住友海上火災三井住友海上火災三井住友海上火災                ９名９名９名９名            １０名１０名１０名１０名    

亀田総合病院亀田総合病院亀田総合病院亀田総合病院                    １１名１１名１１名１１名            ４名４名４名４名    

    

    

                                                                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

患者・家族電話相談「白血病フリーダイヤル」 

０１２０－８１－５９２９０１２０－８１－５９２９０１２０－８１－５９２９０１２０－８１－５９２９    
毎週土曜日 10:00-16:00 

毎月第２，４土曜日には血液専門医も相談に応じ

ます。 
（認定ＮＰＯ法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会） 

ボランティア・会員募集ボランティア・会員募集ボランティア・会員募集ボランティア・会員募集    
ボランティアとしてどなたでも、出来ることが色々あります。骨髄バンク＝登録だけではありません。 

さあ、あなたも始めてみませんか。何かやってみたくなったら、お気軽に連絡下さい。 

   TEL/FAX ０４７－４３１－５０６５                 事務局 遠山まで 

ｼﾞｬﾊﾟﾝｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｶｰｼｮｰｼﾞｬﾊﾟﾝｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｶｰｼｮｰｼﾞｬﾊﾟﾝｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｶｰｼｮｰｼﾞｬﾊﾟﾝｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｶｰｼｮｰ    ２月９日（土）～１１日（月祝）２月９日（土）～１１日（月祝）２月９日（土）～１１日（月祝）２月９日（土）～１１日（月祝）    
 

 説明員の研修を兼ねて、登録会にデビューさせていただき

ました。頭の中で考えていることを口に出して説明すること

は大変なことで、私の説明で理解していただけたでしょう

か・・・。不安でいっぱいでした。 

 イベント会場は大変な盛況でしたが、10日の登録者数は、

４名とちょっと残念な状況でした。登録をしてくれた方は、

このような機会をまっていたような印象を受けました。  

 やはり休暇を取ることがネックとなっているようで、移植

に対する社会の理解がもっと進んでほしいと思います。 

 その晩は、グッタリで、早々眠りにつきました。（石橋） 

三三三三井住友海上火災保険会社井住友海上火災保険会社井住友海上火災保険会社井住友海上火災保険会社 CNTCNTCNTCNT        ３月７日（木）３月７日（木）３月７日（木）３月７日（木）    
 

 暖かい１日でした。はじめに日赤の方が登録数を 20名

と目標を立ててくださり、一生懸命お声掛をくださいまし

た。登録者は、９名でしたが、説明のみの方を含めると

20名近くになりました。 

 既に登録をしたという方も多くおられ、年々登録者数が

減少することに健康管理課の方は、気にされていました。 

 登録された方の中に、２年前に父親を白血病でなくされ

た方と弟のお嫁さんが現在治療中なのでという方がおら

れ、一生懸命頑張らねばと姿勢を正すおもいでした。 

（仲田） 

全国骨髄バン全国骨髄バン全国骨髄バン全国骨髄バンク推進連絡協議会会長ク推進連絡協議会会長ク推進連絡協議会会長ク推進連絡協議会会長    

市川團十郎さんとの思い出市川團十郎さんとの思い出市川團十郎さんとの思い出市川團十郎さんとの思い出 
 2013年 2月 3日に、千葉の会も会員の全国骨髄バンク推進

連絡協議会の市川團十郎会長が逝去されました。（享年 66歳）

心から哀悼の意を表します。團十郎さんは、04年に急性白血

病を患い、08年に骨髄移植を受け健康に回復したことから、

血液疾患の患者さんやご家族、ドナーさん等骨髄バンク関係

者を歌舞伎に招待していました。 

 千葉の会からも 10年 11月に西島（一）と私の２名が招待

を受け、公演後楽屋にも案内頂き、懇談をしました。その暖

かいお心に触れ大変感激したものです。 

 これらの経緯もあり、11年 6月に全国協議会の会長に就任

され、幅広いご活躍をされていました。 

とても寂しく残念です。（梅田） 

 

 

 



日本骨髄バンクと千葉県の登録者数最新情報日本骨髄バンクと千葉県の登録者数最新情報日本骨髄バンクと千葉県の登録者数最新情報日本骨髄バンクと千葉県の登録者数最新情報（2013 年 2月末現在） 

                                                                                                                                            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    全国（累計）全国（累計）全国（累計）全国（累計）    対前号増減数対前号増減数対前号増減数対前号増減数    千葉県（累計）千葉県（累計）千葉県（累計）千葉県（累計）    対前号増減数対前号増減数対前号増減数対前号増減数    

ドナー登録者数ドナー登録者数ドナー登録者数ドナー登録者数    428,103428,103428,103428,103    +4,126+4,126+4,126+4,126    13,26113,26113,26113,261    ----36363636    

累計患者登録者数累計患者登録者数累計患者登録者数累計患者登録者数    38383838,050,050,050,050    +706+706+706+706    1,5041,5041,5041,504    +20+20+20+20    

累計移植例数累計移植例数累計移植例数累計移植例数    15,28115,28115,28115,281    +317+317+317+317    484484484484    +9+9+9+9    

心からのご寄付 

ありがとうございます。 
 

熊 倉  正 直  様  2,000円 
野田健康まつり 様      850円 

 

＜編集者のひとりごと＞ 
 次回総会の承認にもよりますが、全国協議会の理

事に千葉の会より３人の理事を選出することにな

りました。未選出地区がある中、千葉からこんなに

選出して？おかしくないのかな。（事務局含めると

言えません。） 

 その為、千葉の事務局業務の負担増です。あくま

でボランティア活動なので、いつまで続けられる

か、気持ちが切れない努力はします。（遠山） 

 

今後（４今後（４今後（４今後（４～５月）の予定（お知らせ）～５月）の予定（お知らせ）～５月）の予定（お知らせ）～５月）の予定（お知らせ）    
    

啓発活動＆登録会 

 ・どきどきフリーマーケット  

５月３日（金祝）～５日（日） 

ドナー登録会 

・４月１５日（月）～１９日（金）千葉大学 

・４月２４日（水）国際武道大学 

・４月２５日（木）千葉県こども病院 

・４月２７日（土）２８日（日）ユニモちはら台 

・５月２２日（水）２３日（木）帝京平成大学 
 

定例会予定 

 日 時 ５月１２日（日）14時～ 

 場 所 船橋ＦＡＣＥ５階 ボランティアルーム 
 

 日 時 ６月２日（日）13時～ 

 場 所 船橋市勤労市民センター 特別会議室 

会会会会    員員員員    紹紹紹紹    介介介介        ～～～～    仲田幸江～仲田幸江～仲田幸江～仲田幸江～    
 

 私は、2010年３月に元教員をしていた学校（東京学館船橋高等学

校）の吹奏楽部定期演奏会に伺い、コンサートのプログラムに骨髄

バンクドナー登録ボランティア募集の記事を拝見しました。 

退職し、今まで多くの方々に支えて頂いた恩返しができることが

ないかと模索していたところでしたので、ネットで検索して千葉骨

髄バンク推進連絡会のあることを知りました。 

早速４月の定例会に参加し、５月に加入しました。最初はボラン

ティアの皆さんのあまりのバイタリティーに圧倒され、気持ちがひ

るんだのですが、数回の実地研修を受け、７月には登録説明員の資

格を取り、現在は、献血併行登録会に説明員として参加しています。 

 勉強になることも多く、社会との繋がりを感じ、とても充実感を感じ

ております。 

アラビアより愛をこめてアラビアより愛をこめてアラビアより愛をこめてアラビアより愛をこめて    ２２２２    
  

 今日は、友人の娘さんの結婚式に招待されたときの話です。 

 まずもってびっくりしたのは、男しかいないということ。結婚

式なのに、とうとう最後まで友人の娘さんには会えないこととな

った。（婿さんには会えました） 

 シャンパンとか、ワインは出たが、全てノンアルコール。式は

続きダンス、おしゃべりなどで、終わったのは夜中の２時でした。 

 アルコールはなかったが、おかげで二日酔いの気分にはなった

かな？最後に、写真の中に新郎がいます、誰だかわかりますか？ 

（西島隆史） 

総会のお知らせ 
日 時 平成２５年６月２日（日）１５時～ 

場 所 船橋市勤労市民センター特別会議室 
※総会終了後、懇親会を開催しますので、 

  懇親会のみの参加でもお待ちしております。 

 

 


