
    

    

    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    12121212 月号月号月号月号 2014. 12. 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～ 

成田山新勝寺成田山新勝寺成田山新勝寺成田山新勝寺    コンサートコンサートコンサートコンサート        11111111月月月月 22222222日（日（日（日（土土土土））））    
     いい夫婦の日。成田山新勝寺で開催された「市川團十郎丈 

ゆかりの地で、骨髄バンクチャリティコンサート」は好天に恵ま 

れ、約 200名余の方々の参加を頂き、盛況な感じで行うことが 

できました。これは成田山新勝寺様はじめ、ご支援頂きました皆 

様方のお陰と心から感謝申し上げます。 

 成田山での開催は初めてでもあり、不安でしたが見ごろの紅葉 

、名物の大浦ごぼうの精進料理、岸田寺務長僧正様のユーモア 

あふれるお話しなどで皆さん、午前の部を楽しんで頂けたようで 

一同ほっといたしました。                   クライネス・コンツエルトハウス演奏 

    午後のコンサートでは冒頭に関根成田副市長からの挨拶で、「友情」の演劇において、闘病中の友人

を励ます話の紹介を頂きました。クライネス・コンッエルトハウスの演奏は熱演で観客の皆さんと一体

となったコンサートになり、素晴らしかったとの感想を多くの方から頂きました。 

 コンサート休憩時には骨髄バンクのミニトークを行い、会員で元患者の吉澤耕介さんとやはり会員で 

ドナー提供経験のある落語家、三升家う勝さんの司会のやり取りが絶妙で深刻な雰囲気の中にほのぼの 

感に包まれたひとときになりました。 

 このコンサートは半年余りの準備期間中、千葉骨髄バンク推進連絡会の会員の皆さん全員が一つにな

って進めることができたことも、私達にとっても大きな成果であったとも思っております。今後も地道

に活動を続けていく所存ですのでよろしくご支援をお願い申し上げます。 

   千葉骨髄バンク推進連絡会 コンサート準備委員会委員長 溝口理文 
 

ミニトーク う勝さんと吉澤さん      大浦ごぼう精進料理  昼食風景        成田山公園の紅葉 

啓発行事啓発行事啓発行事啓発行事、登録会、、登録会、、登録会、、登録会、多彩に多彩に多彩に多彩に開催開催開催開催    

アクアラインマラソン（木更津） 10 月 19 日（日） 
  

快晴の中、東京湾アクアラインを通行止めにして、2年に一度の大 

イベント。森田千葉県知事の号砲、埼玉県職員の川内選手を含む１７,０００ 

人もの人たちが参加しました。地元の応援盛んで会場周辺は熱気に包ま 

れていました。わが骨髄バンクもフルとハーフマラソンの２ヶ所に応援拠 

点を作り、啓蒙活動としてビラ配り、風船作り、ドナー登録説明などを行い 

ました。 

 看護士志望の高校生 2人の熱心な聴講 

と先生が生徒説明用にと「ギフト」をまとめ 

持ち帰りされたのが印象的でした。（円東） 

 

 

 

 

 

参加：梅田、山本栄、黒川、尾木 

溝口、小泉、熊倉（直）、北村（美） 

円東夫妻、西島夫妻、円東さん家

族６名含め１８名 

 

  



    

                                                                                                                            

    

    

    

    

                                                                                                                            

    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

                                                                                            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

市原・帝京平成大学献血併行登録会          10 月 7 日(火),8 日(水) 
 2日間とも秋晴れのいい天気に恵まれた日々でしたが、既に登録している学生さんも多く、献血、ドナ

ー登録共に寂しい状況でした。学部に一部東京中野移転で在籍が７割に減少していたのが響いたのかも知

れません。 場所選定に一工夫が必要か。登録者/説明者 10月 7日 0/2 10月 8日 1/0 

  参加：（10/7）溝口、西島夫妻（10/8）円東、柴谷、西島一 

千葉市役所・献血併行登録会 10 月 7 日(火)  登録/説明者 2/2  参加：北村美、円東 

フルルガーデン八千代 献血併行登録会      10 月 11 日(土)、25 日(土) 
 好天に恵まれ、イベントもあってか大勢の人たちでにぎわいましたが、献血、登録共に低調でした。10

月 11日登録/説明 0/3 参加：山本栄、西島隆 

 日赤さんの呼び声高く、登録に効果あったのではと。10月 25 日登録/説明 5/0 参加：松田、山本栄 

救急防災フェア 印西市 牧の原モア        10 月 25 日（土） 
 ＡＥＤ，心肺蘇生などの普及啓発をする消防と献血日赤とのコラボ。消防士の服装に着替える    

イベントが人気でしたが、こちらは今一。（柴谷）登録/説明 0/3  参加：河口、柴谷 
 

JFE ちば祭り 千葉市 献血併行登録会 10 月 26 日（日） 
   好天に恵まれた祭りでサッカー場を囲む大きな敷地に各種のイベントや 

   出店が一杯、４万人の人出を予測しているとか。家族、子供が多くキティ 

   ちゃんテイシュはあっという間に売り切れ。交代で工場内見学や海上見学           

もでき、さらにはライオンズの方にコンサートの照会もできるなどして、 

   意義深い秋日になりました。（梅田） 

    登録/説明 4/1  参加：梅田、円東、石橋、西島夫妻 

松戸まつり献血併行登録会              10 月 4 日（土）5 日（日） 
 松戸の 10/4 は天候出足共に良好で午前大勢の登録者が来訪、でも午後からは飲酒者が増えました。翌

日は打って変わって大雨台風、テントから雨漏れもあり大わらわでした。（熊倉、西島） 

 登録/説明：10 月 4 日 6/1 参加：熊倉夫妻、戸辺、10月 5日 0/1 参加：北村夫妻、河口、西島夫妻 

野田市産業まつり献血併行登録会            10 月４日（土） 
 野田も台風あり、場所替えなども出て低調。その中、若い 2 人が熱心に説明を聞かれていたが最後は 

穿刺に不安を覚えたのでしょうか、断念しました。残念。（河口）登録/説明 1/4 井野、北村夫妻、河口 

野田健康作りフエスタ献血併行登録会 10 月 5 日（日）登録/説明 0/2 井野、戸辺            

三井化学市原工場 説明員なし登録会  10 月 3 日（金）登録/説明 0/1 

TDK 成田工場献血併行登録会    11 月 5 日（水）登録/説明 3/3 参加：志田、柴谷、北村美 

睦沢町農村環境改善センター献血併行登録会 11 月 11 日(火)登録/説明 1/1 参加：河口、北村美 

東金市役所献血併行登録会 11 月 12 日（水）登録/説明 1/2 参加：柴谷、河口 

茂原市役所献血併行登録会 11 月 14 日（水）登録/説明 1/1 参加：北村美、西島夫妻 

袖ケ浦市保健センター献血併行登録会 11 月 18 日（金）登録/説明 6/3 参加：円東、西島夫妻 

大網白里市保健文化センター献血併行登録会 11 月 25 日(火)登録/説明 6/2 参加:北村美、山本栄 

イオンタウン館山献血併行登録会 11 月 30 日（日）登録/説明 4/3 参加:柴谷、円東 

スノーバンク ペイ イット フォワード（代々木公園）11 月８日（土），９日（日） 
                     デング熱感染懸念から献血併行登録会が出来ず残念でしたが、イベントは 

              大盛会でドナー登録説明は１２２名の若者が来て、テントの中はごった返し、 

              立ち説明も。また、スポンサーに米国会社があるせいか、外国人も多く、英 

              語のチャンス説明文があればいいかな、と思う次第でした。（円東） 

               参加：(11/8)西島(一)、志田、柴谷、溝口、梅田(11/9)尾木、鈴山、円東 

               説明：(11/8)60 （11/9）6２ 

 

イエローレシートキャンペーン活動（柏）10 月 11 日（土） 
千葉の会が登録しているイオン柏店での活動で、写真のようにボックスを 

持ち呼びかけをすると黄色いレシートを投函してくれます。２個の当会用 

ボックスは帰る頃にはレシートで一杯になりました。次回の 4月には人数 

を増やして長時間活動にトライしたいと思っています。（柴谷） 

 参加：遠山、高橋、柴谷           

 



献血ルーム訪問献血ルーム訪問献血ルーム訪問献血ルーム訪問                    津田津田津田津田沼沼沼沼    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                            

                                                                                                                                                        

                    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

                                                                                                                                    

    

                                                    千葉県功労者表彰千葉県功労者表彰千葉県功労者表彰千葉県功労者表彰    11111111 月３日（祝日）月３日（祝日）月３日（祝日）月３日（祝日）    
                                11111111 月月月月３３３３日日日日のののの文化文化文化文化のののの日日日日、、、、当会副会長当会副会長当会副会長当会副会長のののの柴谷柴谷柴谷柴谷みちみちみちみち子子子子さんがさんがさんがさんが「「「「平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度のののの文化文化文化文化のののの日千葉県日千葉県日千葉県日千葉県功労者表彰功労者表彰功労者表彰功労者表彰    

をををを受賞受賞受賞受賞しましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこの賞賞賞賞はははは平成平成平成平成 20,22,2420,22,2420,22,2420,22,24 年年年年にそれぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれ梅梅梅梅田会長田会長田会長田会長、、、、小泉小泉小泉小泉・・・・円東両副会長円東両副会長円東両副会長円東両副会長がががが受賞受賞受賞受賞されていてされていてされていてされていて    

当会当会当会当会からからからから４４４４人目人目人目人目のののの受賞受賞受賞受賞となりまとなりまとなりまとなりますすすす。。。。（（（（遠山遠山遠山遠山））））    

                                        千葉大学医学部千葉大学医学部千葉大学医学部千葉大学医学部でのでのでのでの定例会定例会定例会定例会にどきどきしながらにどきどきしながらにどきどきしながらにどきどきしながら初参加初参加初参加初参加、、、、それからそれからそれからそれから 20202020 年当会年当会年当会年当会のののの一員一員一員一員としてとしてとしてとして皆様皆様皆様皆様とととと共共共共にににに    

ししししたことたことたことたこと、、、、即即即即ちちちち当会当会当会当会のののの活動活動活動活動にににに対対対対してのしてのしてのしての受賞受賞受賞受賞とととと思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。サリンサリンサリンサリン事件事件事件事件のののの数日後数日後数日後数日後にににに松戸市民松戸市民松戸市民松戸市民ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー    

でででで開催開催開催開催したしたしたした[[[[あやちゃんのあやちゃんのあやちゃんのあやちゃんの贈贈贈贈リリリリ物展物展物展物展]]]]のためのためのためのため大大大大きなパネルをきなパネルをきなパネルをきなパネルを持持持持ってってってって電車内電車内電車内電車内ではではではでは、、、、不審不審不審不審なななな目目目目でででで見見見見られたりられたりられたりられたり    

ししししたたたた。。。。またまたまたまた、、、、野田市野田市野田市野田市でででで開催開催開催開催したシンポジウムでしたシンポジウムでしたシンポジウムでしたシンポジウムで司会司会司会司会をををを担当担当担当担当したことなどなどしたことなどなどしたことなどなどしたことなどなど、、、、数年前数年前数年前数年前のようにのようにのようにのように思思思思いださいださいださいださ    

れますれますれますれます。。。。これからもこれからもこれからもこれからも皆様皆様皆様皆様とととと一緒一緒一緒一緒にににに穏穏穏穏やかにやかにやかにやかに活動活動活動活動をををを続続続続けたいとけたいとけたいとけたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。（。（。（。（柴谷柴谷柴谷柴谷））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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（2014 年 10 月末現在） 

 

 心筋梗塞との闘病日記心筋梗塞との闘病日記心筋梗塞との闘病日記心筋梗塞との闘病日記        下下下下（３回連載）（３回連載）（３回連載）（３回連載）            ～～～～    事務局長事務局長事務局長事務局長    遠山遠山遠山遠山将一将一将一将一    ～～～～    
    

 集中治療室に移り、先生から手術内容と今後の治療の説明があった。その時、もう１か所血管が狭

くなっていることを初めて聞き、体調が安定したら再度手術をしますと説明を受けた。 

 常時、有線で心電図を測定し、点滴を３種類ぐらいし、尿道カテーテルでベッドから離れられない

状態が２，３日続き、一気に体重が減り、ひたすら安静の日々を送っていました。 

 今思うと唯一の楽しみは、一日３度の食事でした。病状が良くなるにつれて、尿道カテーテルが外

れてトイレに行けるようになり、点滴の種類が少なくなり、個室に移動し、テレビ・読書が許可され、 

体調が回復してきました。やっと、心電図がはずれ、点滴も外され、大部屋に移動です。それから、

歩行後の心電図検査により、病院内移動可になり、入院後９日目にやっと風呂に入れました。理学療

法士指導のリハビリテーションが開始され、２回目の手術日がなんと自分の 48回目の誕生日に（３

月３日）に決まりました。 

 ２回目の手術は、手首からのカテーテル手術でステント治療です。前日に手首の剃毛処理をし、風

呂に入り手術に備えます。当日は８人/日の２番目で、手術時間は 45分位であっという間に終わりま

した。手術後は順調に回復、３日後、入院 16日で退院できました。 

 原因は不明で、心臓が強かったから６時間耐えられたと言われましたが、今度、胸が痛くなったら

迷わず救急車を呼ぼうと思います。今は、薬を服用していますが、以前と変わらず生活しています。 

日本骨髄バンク全国大会（福島）後の被災地視察ツアーに参加して  2014.9.1 高橋冨美子 

 
 あの大震災から、ちょうど三年半が経ちます。ボランティア有志の 40名（千葉からは柴谷、高橋が参

加）は、福島の陽田会長のガイドにより、初めて、全住民避難地区へ（一部居住制限あり）福島駅前から

2時間の道程で訪れました。残暑の中、人影のない町内・桜並木通り・荒地の田畑・空家・公共建物・点

在する車・津波到来のＪＲ駅前周辺などを間近に見聞きしてきました。 

 富岡町民の福島の会・平山氏の丁寧な近況説明に一同感謝です。 

浜通り地区は放射能汚染により、復興に兆しがまだまだ厳しい状況 

にあります。本当に心が痛みます。私達に何が出来るのか、改めて 

考えさせられました。昼食で立ち寄った、いわき市の道の駅、よつ 

くら港周辺は堤防の再建が始まり、道路・建物も再興が進み、日常 

生活が戻りつつあります。どうか、浜通り被災地区にもそういう日 

が訪れることを切に願います。  

献血ルーム訪問記 津田沼献血ルーム  10 月 30 日(木) 
 献血ルームで初開催の「あやちゃんの贈り物展」に合わせて同ルームを 

訪問した。ＪＲ津田沼駅前パルコビル６階の大きなブース、喫茶店かと見ま 

ごうような素敵な空間である。毎日 40-80 ピークで 120 人の献血があり、 

他の献血ルームとの特徴は女性、高校生が多いことであるとか。今は千葉 

駅前が献血者トップですが、県内１番をめざしているとは長谷川所長の弁。 

20 人ほどが会議が出来る部屋を日赤の活動理解の一助になればと一般 

の方に開放しているそうで骨髄バンクが使われるのは Welcome ですと。 

所長は昨日「あと数年しかない？」と、自ら骨髄ドナー登録をされ、職員や 

皆さんへの行動のきっかけになればと語る。 

 ２時間の訪問中、あやちゃん展の解説を長谷川さんが見学者にされていた。また昨日は千葉ＴＶの取

材報道機関へのPＲなど、精力的で地に着いた活動姿勢に感銘を覚えました。骨髄バンクとのコラボレー

ションが良きモデルとしてスタートすることを期待したい。（西島隆史）     写真：中央が長谷川所長 

 



日本骨髄バンクと千葉県の登録者数最新情報（10 月末日現在） 

                                                                                        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    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    448,415448,415448,415448,415    +1,961+1,961+1,961+1,961    13,30513,30513,30513,305    ----10101010    

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    43,28843,28843,28843,288    +547+547+547+547    1,691,691,691,693333    +16+16+16+16    

累計移植例数累計移植例数累計移植例数累計移植例数    17,52417,52417,52417,524    +212+212+212+212    551551551551    +3+3+3+3    

＜編集者のひとりごと＞ 
う勝さんの連載と遠山さんの寄稿が今号で終了しま

す。どなたか寄稿いただけませんか。う勝さんの 

軽妙な語り口は演芸場で続きをどうぞ。 

新春駅伝応援に出かけてみませんか。ＴＶと違う 

スピードと臨場感が味わえますよ。 

今後（今後（今後（今後（12121212～～～～1111月）の予定（お知らせ）月）の予定（お知らせ）月）の予定（お知らせ）月）の予定（お知らせ）    
    

啓発活動  
 ・東京箱根間駅伝競走大会 1月 2,3日 
    2日（往路）田町  宮の下 
     3日（復路) 宮の下 田町 
ドナー登録会  
 ・12月 12日 船橋フエイス献血ルーム 
 ・12月 17日 津田沼献血ルーム 
 ・12月 24日 香取市役所 
 ・12月 26日 千葉県庁、四街道市役所 
定例会予定 

 日 時  1月 11日（日）14時 ～ 
 場 所 船橋ＦＡＣＥ５階 ボランティアルーム 
 

  

会会会会    員員員員    自自自自    己己己己    紹紹紹紹    介介介介                                                        ～～～～山本栄山本栄山本栄山本栄～～～～    
昨年の総会より千葉の会会員になりました。私がバンクボランティアに参加した 

のは平成６年４月とはっきり覚えています。長男が当時 25才で悪性リンパ腫にな 

り、寛解状態になったのに骨髄バンクで当時ドナーさんは見つからずなくなりまし 

た。その翌月 4月に当時勤めていた東京地区の公的骨髄バンクを支援する東京の会 

にまず参加いたしました。私の一番の思いは当時も今も変わらずバンクドナーを増 

やすことです。 

 イベント会場、献血併行登録会での呼びかけ、道行く人の様子を見たり会話した 

りするのも私の好きな活動のひとつです。最近ではこの秋のコンサートの協賛金の 

依頼で参道の商店街を訪ねたのも楽しいひと時でした。掲載の写真はおせんべい屋 

さんでのショットで雨の中でも楽しんできました。 

 この活動に暑い時寒い時 20年以上も参加できたのは元気の印、そうしてみんなでいると楽しいのです。後

になりましたが、娘の順子がバンクドナーになれたのは私の自慢のひとつです。これからもよろしくおねがい

いたします。 

 ＵＫＡＴＳＵな話ＵＫＡＴＳＵな話ＵＫＡＴＳＵな話ＵＫＡＴＳＵな話    第第第第 6666回回回回（最終回）（最終回）（最終回）（最終回）                                                    三升家う勝三升家う勝三升家う勝三升家う勝    

    
 連載も最終回、ご愛読ありがとうございました。歳のせいか、一年経つのが早いですね。 

 さて、先日僧侶の皆様の研修会にお招き頂きました。仏教界は全員が人前で話すプロの集団、加えて伝統式 

階級社会。で、研修会は必ず高僧の法話を有難く拝聴する、となってしまうらしい。しかし、それでは旧来の 

思考回路から抜け出すことができません。というわけで、同じ話す商売でも俗っぽく罰当たりな噺家に、世間

から｣見たお寺の姿を聞いてみようと考えてたのだそうです。 

 これは、全ての業界が振り返るべき課題だと思います。もちろん私個人も、落語ファン以外の人、読書家以

外の人、そんな方々の意見を聞き、言葉を紡ぐよう努力しなければならないと痛感しました。 

 そして今、公私に渡り関わるイベント企画はどうだったかと自問しております。内容を外から目で精査した

ことはあるだろうか？ プログラムに決めつけ流している部分はないだろうか？ 穏便に済ませそうと疑問

を封印したことはないだろうか？ それは、自分の生きる姿勢の確認でもあります。 
  

心からのご寄付ありがとうございます。心からのご寄付ありがとうございます。心からのご寄付ありがとうございます。心からのご寄付ありがとうございます。    
関 つたえ          10,000円 

三井化学秋祭り 募金     5,033円 

生涯学習フェスタ 募金    6,492円 

アクアラインマラソン 募金  3,000円 

成田山コンサート   募金  22,500円 

患者・家族電話相談｢白血病フリーダイヤル｣ ０１２０－８１－５９２９ 
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） 


