
    

    
    
    

    

2013 年度・第 23 回定期総会報告 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ８月号８月号８月号８月号 2013. 8. 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～ 

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。 
（特定ＮＰＯ法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会） 

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        ６月２１日（金）６月２１日（金）６月２１日（金）６月２１日（金）    
    

    初夏の小雨降る中、千葉市仁戸名の千葉県消防学校

で献血併行登録会が行われました。 

 事前に消防学校の先生から声掛けや、チャンスの配

布がされており、滞りなく登録会が行われました。他

の登録会では説明のみで終わってしまうことも多いの

ですが、命の重みを知っている消防士らしく多くの方

が登録してくれました。 

 いつも思うのですが、日赤さんの声掛け（献血の問

診票を記入している最中等）が登録者数にかなり影響

があるのではないでしょうか？ 

 今後とも日赤さんと協力し、登録会を開催して行き

たいと思っています。 （河口） 

 ６月２日（日）船橋市勤労市民センター 特別会議室にて千

葉骨髄バンク推進連絡会の 2013 年度・第 23 回定期総会を 21

名の参加により開催しました。 

 総会は梅田会長の挨拶に始まり、2012 年度の活動報告・会

計報告、2013 年度の活動計画案・予算案、新役員体制等が審

議され、参加者の賛成により承認されました。（下記概要参照） 

 総会後、年１回しか参加できない方の意見を今後の活動に反

映させたいと思い、懇親を深めました。充実した半日でした。 

2013201320132013 年度活動方針と計画年度活動方針と計画年度活動方針と計画年度活動方針と計画    

１．普及啓発活動 

２．ドナー登録会及び登録説明会の開催 

３．各種団体への支援要請 

４．活動資金の調達 

５．患者さん支援 

６．会員募集 
 

2013201320132013 年度予算年度予算年度予算年度予算    

・今年度も前年度とほぼ同じ予算を計上して

いるが、活動を持続させるためにも多くの方

からの寄付・募金を集める事業を開催する必

要がある。 
 

新役員体制新役員体制新役員体制新役員体制    

・会長、運営委員、監事は全員留任。 

・実行委員会体制の充実を図る。（遠山） 

2012201220122012 年度活動報告年度活動報告年度活動報告年度活動報告    

・主催事業は特段なく、「パネル展」を２回開催した

だけであった。 

・献血併行登録会を延べ 50回、普及啓発活動を６回

開催し、他団体主催イベントに４回、関係会議に

４回参加した。 

・ＨＰや登録会を通して、新会員が２名増えた。 
 

2012201220122012 年度会計報告年度会計報告年度会計報告年度会計報告    

・支出はパネル展以外の事業を実施しない分抑え

られたが、収入の寄付・募金額の減少により次

年度の繰越金が 487,477円と減少。 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    

・2012 年度は、中村勘三郎さん、市川團十郎さん、

笹森さん（当会会員）と当会に深く関係のある方の

訃報が続きました。心からご冥福をお祈りします。 

・昨年は皆様のご協力のお陰で、多くの登録会、普及

活動、イベントができました。感謝致します。 

2013年度も心新たにまた頑張りましょう。 

・本日は、忌憚のない活発なご意見をお願い致します。 

説明員 溝口、河口  登録者数 １４名 

 

献血併行登録会献血併行登録会献血併行登録会献血併行登録会    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会会会会    費費費費    納納納納    入入入入    のののの    おおおお    願願願願    いいいい    

千葉骨髄バンク推進連絡会は、皆様からの   年年年年    会会会会    費；費；費；費；    3,0003,0003,0003,000 円（学生円（学生円（学生円（学生 1,0001,0001,0001,000 円）円）円）円） 

会費とご寄付で運営しています。        振替口座名振替口座名振替口座名振替口座名  千葉骨髄バンク推進連絡会千葉骨髄バンク推進連絡会千葉骨髄バンク推進連絡会千葉骨髄バンク推進連絡会 

 皆様のご支援とご協力をお願い致します。   口口口口    座座座座    番番番番    号号号号  ００１６０－６－５４７１６８００１６０－６－５４７１６８００１６０－６－５４７１６８００１６０－６－５４７１６８ 
 

※毎月開催している定例会に持参していただいても結構です。もちろん定例会出席も歓迎です。 

全国協議会ボランティアの集い全国協議会ボランティアの集い全国協議会ボランティアの集い全国協議会ボランティアの集い    in in in in 天理天理天理天理            ６月８日（土）６月８日（土）６月８日（土）６月８日（土）    
 

 ６月８日（土）奈良県は天理市、陽気ホールにて『2013全国骨髄バンクボランティアの集い in 天

理』が開催されました。さすが天理市といったところで、会場のある敷地内は天理教関連の絢爛な

建物がズラズラと並び、風格漂う街並みでした。 

 昼過ぎから記念イベントが始まり、天理高校の和太鼓演奏や元患者で全盲のピアニスト市川純也

さんのピアノ演奏などで会場は大いに盛り上がりました。特に市川さんと進行役の大谷貴子さんと

の掛け合いは絶妙で漫才でも見ているかのようでした。と同時に元気で明るいお二方から勇気もも

らいました。 

 夜は立食形式の懇親会で、こういった場は初めてだったので正直戸惑いましたが、梅田会長がほ

ぼ全部のテーブルに一緒にあいさつに回ってくれ様々な方を紹介して下さり、沢山の方とお話する

ことができました。皆、親切で熱い情熱を持った方たちばかりでした。 

 今回、「いのちの絆」の原点を見た気がしました。参加させて頂き本当に感謝しています。（吉澤） 

全国協議会通常総会全国協議会通常総会全国協議会通常総会全国協議会通常総会    ６月９日（日）６月９日（日）６月９日（日）６月９日（日）    

 奈良プラザホテルで全国協議会の 2013 年度通常総会が

開催されました。私は選挙管理委員長として出席し、選挙

結果を報告しました。 

議案（12 年度事業報告、会計報告、会計監査報告、13

年度事業計画、予算、役員選任）は、活発な議論の後、全

て承認されました。但し、会計報告と予算は、資料に修正

が出たため、理事会で見直すことが条件となりました。 

役員改選では、市川團十郎前会長の後任会長として仲田

順和（じゅんな）新会長が、新理事長として野村正満氏が

承認されました。仲田氏は、京都・醍醐寺の座主（ざす：

大僧正）です。また千葉の会からは野平、荒井、野沢３理

事が承認されました。（梅田） 

代表者会議代表者会議代表者会議代表者会議    ６月９日（日）６月９日（日）６月９日（日）６月９日（日）    

 総会後、同場所で代表者会議が開催されました。野平理事他が準

備した、お互いの意見を尊重してグループ討議を行うワールドカフ

ェ方式で、①種まき活動についてと②骨髄バンクの理解を広める活

動について２テーマを９グループに分かれて行いました。総会の延

長で時間が押した中での短い時間内に各地の意見を聞くことが出

来、有意義な討論でした。（梅田） 

 

 

 
天理教の本部建屋 市川純也さん（右）親子と大谷さん 懇親会で東京の会三瓶代表と吉澤さん 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

    

    

 

    

    

    

                                                                                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

                        

                                                                                            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

佐藤きち子患者支援基金の紹介佐藤きち子患者支援基金の紹介佐藤きち子患者支援基金の紹介佐藤きち子患者支援基金の紹介    
    

 1996年「骨髄移植を望みながら経済的な理由で移植できない患者さんのために、このお金を使って下さ

い」と言う佐藤きち子さんのお気持ちと 300万円の寄付から「佐藤きち子患者支援基金」は始まりました。 

 幸い日本では、医療にかかる費用のほとんどに健康保険が適用されます。しかし、闘病生活にかかるの

は医療費だけではありません。骨髄移植による治療は長い期間を要し、また骨髄移植を受けられる医療機

関は限られているため、遠隔地の病院を利用せざるを得ないケースも少なくないからです。交通費・滞在

費・生活費、患者さんだけでなくご家族にも大きな負担がかかります。「佐藤きち子患者支援基金」は、こ

のような患者さんとそのご家族を対象に、返済の義務のない最大 50万円の給付を行う基金です。 

 申請は、全国骨髄バンク推進連絡協議会事務局に行います。審査は、医師・メディカルソーシャルワー

カー・税理士などが行っており、これまでに 194件、約 6,400万円（2013年６月末現在）の給付が行われ

ています。 
 

  ～ 給給給給    付付付付    条条条条    件件件件    ～～～～    

・造血幹細胞移植全般（血縁・非血縁を問わず）を望みながら、経済的事由により実施が困難な患者

とその家族。 

・日本国に居住し、日本国で骨髄移植を受けようとしていること。 

・特別の理由がある場合を除き、サラリーマン家庭は、総支給額（額面）400 万円以下、自営業家庭

は、所得金額 300万円以下の者。 

タオルキャップ講習会タオルキャップ講習会タオルキャップ講習会タオルキャップ講習会        ６月２３日（木）    
 ６月 23 日、市原市民ネットワークの事務所で、タオルキャップ製

作の講習会を開催致しました。10人の方々と共に、２時間の予定をオ

ーバーしてしまいましたが、皆さん完成させることが出来ました。 

 市議会議員の小沢さんも途中まででしたが参加して下さいました。

小沢さんのキャップは遅れて参加して下さった方が引き継いで完成下

さいました。タオル１枚でどうやったらキャップが出来るの？と不思

議に思って参加して下さった方も、出来上がったキャップに納得した

ようです。 

 抗がん剤の副作用の一つの脱毛は、女性にとって辛いものがありま

すが、キャップ一つで気分が明るくなり、病気と闘う助けになってい

ただけたらと、この活動を続けて行きたいと思います。 

 又、テレビで冷却キャップという、頭部を冷やし脱毛の副作用を少

なくするという方法を紹介しておりました。しかし、血液の病気の治

療に有効かは、まだ、わかっていないようです。 

でも、明るいニュースですので、興味のある方は、ネットで検索し

てみてはいかがですか？ （西島一恵） 

古都奈良散策（珍道中記）古都奈良散策（珍道中記）古都奈良散策（珍道中記）古都奈良散策（珍道中記）    

 ボランティアの集い、通常総会、代表者会議の前後で、

古都奈良を全国の参加者の皆さんと散策しました。 

 写真は、東大寺境内での鹿との戯れの様子ですが、とに

かく人に慣れた鹿が沢山いてビックリです。 

 久しぶりに大仏様を拝み、興福寺では、阿修羅像、千手

観音像と対面しました。また、唐招提寺、薬師寺の名刹も

数年振りに訪ね、じっくりと歴史を堪能してきました。平

城京も訪れ、太極殿、朱雀門も見てきました。ただただ広

い土地が残っていて、その敷地の中を近鉄電鉄が走ってい

て踏切があるのには驚きました。（梅田） 

認定特定非営利活動法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会 患者支援基金の紹介 
 私たちが会員登録している上記団体に３つの基金を設けておりますので、今号より順次紹介させて頂

きます。関心のある方は、「全国骨髄バンク推進連絡協議会」事務局まで連絡下さい。 

●佐藤きち子患者支援基金  ●志村大輔基金  ●こうのとりマリーンロータリー基金  

連絡先：事務局 ０３－５８２３－６３６０ 

 

上；講習会 
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右；完成品 
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    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    433,336433,336433,336433,336    +2,568+2,568+2,568+2,568    13,35413,35413,35413,354    +34+34+34+34    

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    39,07539,07539,07539,075    +534+534+534+534    1,5421,5421,5421,542    +19+19+19+19    

累計移植例数累計移植例数累計移植例数累計移植例数    15,71515,71515,71515,715    +228+228+228+228    493493493493    + 4+ 4+ 4+ 4    

心からのご寄付 

ありがとうございます。 
 

関  つ た え  様  6,000 円 

西 島 一 恵   様   3,000 円 

堀  口  由 美 子 様  2,000 円 

遠 藤 信 行  様  2,000 円 

岡 元 稚 代  様  7,000 円 

＜編集者のひとりごと＞ 

 財団の全国大会についてのひとりごと。 

・ドナー登録推進月間に合わせての開催では？ 

・ブロック別に分けて各県より実行委員を募集では？ 

・財団主導でなく、実行委員会主導では？ 

・実行委員会体制での開催に移行した経緯を忘れてい

るのでは？こんなことを書くから嫌われるのかな。こんなことを書くから嫌われるのかな。こんなことを書くから嫌われるのかな。こんなことを書くから嫌われるのかな。（遠山） 

今後の予定（お知らせ）今後の予定（お知らせ）今後の予定（お知らせ）今後の予定（お知らせ）    
    

啓発活動＆登録説明会 
 ・10月６日（日）生涯学習フェスタ、  

モラロジー研究所（麗澤大学） 
 

ドナー登録会 
・８月 13日（火）～15日（木）千葉県庁 

 
ドナー登録会とイベント 
・11月 17日（日）スノーバンク ペイ イット 

フォワード、代々木公園  
イベント 
・10月 20日（日）グリーンリボン ランニング

フェスティバル、国立競技場 
・11月９日（土）骨髄移植推進財団全国大会、 
   京葉銀行文化プラザ 音楽ホール（千葉市）        

 

定例会予定 
 日 時 ９月１日（日）14時～ 
 場 所 船橋ＦＡＣＥ５階 ボランティアルーム 
 

 日 時 ９月 29日（日）14時～ 
 場 所 船橋ＦＡＣＥ５階 ボランティアルーム 
   （生涯学習フェスタに参加のため１週前開催）（生涯学習フェスタに参加のため１週前開催）（生涯学習フェスタに参加のため１週前開催）（生涯学習フェスタに参加のため１週前開催）    

ドナーサポートダイヤル 
０１２０－８９２－１０６０１２０－８９２－１０６０１２０－８９２－１０６０１２０－８９２－１０６    
ドナーさんが移植に向けての不安に対応します。
（特定ＮＰＯ法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会） 

会会会会    員員員員    紹紹紹紹    介介介介            ～～～～    河河河河    口口口口    郁郁郁郁    子～子～子～子～    
  

 私は 1998 年の GW 直前、急性骨髄性単急性白血病となり、

翌年２月、兄から骨髄提供を受けました。特に GVHDを発症す

ることもなく、頗る元気にすごしています。今春では５km の

多摩ロードレースを 41分で完走できるほど元気になりました。 

 自分が骨髄バンクの活動に参加したいと思ったきっかけは、

自分が元患者で社会貢献をしてみたかったからで、ちょうど外

来後薬待ちしている時に、千葉の会の方から電話を頂いたのが

スタートでした。 

今流で言うなれば「じぇじぇじぇじぇ」でしょうか。 

あの一本の電話を通じて今、千葉の会に参加しています。 

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    ４４４４    
  

 わたしの住んでいるところは、サウジアラビアの西に当たり、

紅海に面しています。 

 歩いて砂浜に行けるので、椰子の木々とエメラルドグリーン

の珊瑚礁の海を眺めながら、良く一人でWalkingしています。 

 海はきれいで波がなく、つり人が大きいものを釣り上げると、

時々、刺身のご馳走をいただき「紅海の幸」に満足しています

が、極めつけは夕焼け。エジプト方面の水平線に沈み込む景色

は圧巻です。 

 それではまた・・・・・。   （西島隆史） 
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