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                                                                                                                                                                                            総会風景総会風景総会風景総会風景    

                                                                                                                                                                                            千葉の千葉の千葉の千葉の参加参加参加参加者者者者        

                                                                                                                                                                                            唐門唐門唐門唐門    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ８８８８月号月号月号月号 2014. 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～ 

代表者会議代表者会議代表者会議代表者会議                                                                        ６月６月６月６月 22222222日（日）日（日）日（日）日（日）    

 総会後、同会場で開催されました。畳の大広間での胡坐をかいての会議は初めてでしょうか。各地団

体からの報告の中で千葉からは成田山新勝寺での市川團十郎ゆかりの地でのチャリティコンサートの

宣伝と支援をお願いしました。埼玉からは「埼玉県がドナーへの助成制度を創設した」との報告があり

ました。千葉にも展開したい項目で最も印象に残りました。 

 引き続き３つの講演がありました。①「法制化元年の施策」厚生労働省 泉移植医療対策推進室長 

②「支援機関の役割」日本赤十字社 田中造血幹細胞管理課長③「ＷＢＭＴ（世界造血幹細胞ネットワ

ーク）」小寺ＷＢＭＴ会長 

 新法での日赤のあり方については、千葉の会が全国協議会に質問状を出していた事項であり、野村理

事長が田中講師を呼んでくださり、私が「法が施行されてから、半年経つが、日赤が何をやっているか

見えてこない」と質問しました。これに対し「日本骨髄バンクから具体的な連絡がなく動けない」との

回答で失望しました。田中課長には以下を提案したので、フォローいただきたいと思います。 

「日赤が説明員を置けないならば日赤のＯＢ看護師資格者を活用すべき」「献血時にドナーを識別でき

ない問題に対しては、献血カードにドナーか否かを記入すべき」「献血ルームでの“ドナー登録が出来

ます”の表示は献血者に明確にわかるように掲示すべき」 （梅田） 

全国協議会総会全国協議会総会全国協議会総会全国協議会総会                                                ６月６月６月６月 22222222 日（日）日（日）日（日）日（日）    

 醍醐寺・修証殿で全国協議会の 2014 年度通常総会が午前９時より開催されました。議案（13 年度事業報

告、会計報告、会計監査報告、14年度事業計画、予算、役員（監事）の辞任と選任）は、各地団体の代表が

参加、活発な議論の後、全て承認されました。 

私が理事をしていた数年前の頃と比べると、認定ＮＰＯを取得した関係か、収益事業と非収益事業に分か

れ、事業ごとの収支に体系化されていました。その分複雑化、労力もかかり、大変かなと感じた次第です。 

 なお、千葉からは野平、荒井、野沢の３氏が理事として出ておられます。理事の任期は２年なのであと１

年頑張ってください。（遠山） 

                                                            ボランティアのボランティアのボランティアのボランティアの集集集集いいいい                            ６月６月６月６月 21212121日（土）日（土）日（土）日（土）    

                                                            今回の全国大会は、世界文化遺産の総本山醍醐寺・霊宝館という素晴

らしい会場にて開催されました。記念式典は「声明」で始まり、その後

のプログラムは充実した内容で５時間、続く懇親会を入れ７時間もお寺

に留まることになりました。大会の運営準備は大変だったかと思います

が、おかげ様で私達は有意義な二日間を過ごすことが出来ました。    
会場の霊宝館では正面に国宝・重文級の仏像を拝見、また、見学ツア

ーでは三宝院の重要文化財などを分かりやすい解説をいただき、１千年

の歴史の一部を堪能出来ました。 

記念イベントの中で 16 歳で白血病発症、移植前に精子保存されて８

月出産を体験される御夫婦の紹介があり、心強く感じました。また、仲

田座主直筆の色紙「和」をいただき感謝しています。（高橋） 
                 写真上：僧侶による声明      写真下：総会の本部側席 

    

全国全国全国全国協議会協議会協議会協議会大会特集大会特集大会特集大会特集    
                                                        

 

 

  



    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

    

    

成田山骨髄バンクチャリティコンサート ＮＥＷＳ        

平成 26 年 11 月 22 日（土）13:30-15:30(予定)成田山新勝寺信徒会館４階ホールにて弦楽四重奏団のコ

ンサートを開催します。現在、小泉成田市長はじめ成田商工会など多くの地元後援を得て、順調な準備

に入っています。演奏に興味のある方、骨髄バンクに興味のある方,成田山に興味のある方、千葉の会員

一同お待ちしております。（次号で詳細掲載予定） 

また、この素晴らしいコンサートを多くの方々に楽しんで頂くために、会員はじめ皆様に、広報活動な

どの協力をお願いしたいと思ってます。（溝口準備委員長談） 
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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） 

 千葉県消防学校     6月 24日（火） 

 
消防学校は度々伺っているので、今回は少し視点を変えて消防学校 

そのものの紹介も含めます。消防職員、消防団員に教育訓練を実施 

し、県民の生命、財産を守るために開校されていて、今回訪問時、 

初任科の若い人たち（女子数人を含む）が耐火服を着て特訓をうけ 

ていました。114日の寮生活（200名収容可）で規律体力向上の他 

消防法や消防技術の習得などの基礎学習をみっちり行われます。 

一方、専科教育は救急業務（人工呼吸）を実施していました。 

この方々に時間調整していただき献血登録となりました。経験を積んだ働き盛りという感じでし

た。消防学校周辺はがんセンター、千葉東病院、看護学校など各種病院・学校が多く、その中にあ

って威勢のいい掛け声が飛び交う異色の存在ですが、我々の生活を守ってくれている気概が感じら

れ、頼もしく思いました。今回も 15名と多くの登録をいただき感謝です。 

参加説明員 志田、松田、河口、円東（記） 

   

精進料理   知っ得 豆知識 その２ 

 
中国、朝鮮、日本を始めとする大乗仏教圏では、 

肉食が禁止され、鎌倉時代、道元が精進料理の真髄

を極め全国に広めたとされる。特徴は当初野菜を生

で食べる習慣がなく、時間と手間をかけ加熱調理す

る必要があった。成田山で御護摩参詣後いただける 

精進料理は「大浦ごぼう」がふるまわれる。畑の滋

養をすいあげることから、１坪に１本しか植えつけ

ることが出来ず、同じ畑では５年に一度しか栽培で

きない貴重な物。平将門の乱が鎮まった際にも御利

益があったとされ、「勝ちごぼう」ともいわれる。 

大きいものは直径３０センチもある貴重な物のよ

うです。（河口） 

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） 

   

 

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    

 

成田山新勝寺   知っ得 豆知識 その１ 

 
成田山コンサートが決まりました。そこで少し基礎的な知識を「勉強するなら今でしょ」ということで関連するいくつ

かの事柄を河口さんに調査、解説いただきました。８月、１０月号の２回連載予定です。 

 

 成田山新勝寺は京都の智積院を総本山とする真言宗智山派に属し、「成田のお不動さま」の愛称で民衆に親

しまれている。開祖は宇多天皇の孫である寛朝大僧正。平安時代、平の将門の乱の際、大僧正は戦乱を逃れ、 

この成田の地へ移ることとなる。そしてこの戦乱を鎮めるため、不動明王に祈願奉ったところ、乱は静まっ

た。そこで寛朝大僧正が帰京しようとしたが、不動明王のお告げにより成田の地にとどまった。（成田山の開

山）。このエピソードより、「新たに勝つ」新勝寺の寺号を賜った。 

 成田山新勝寺の御本尊不動明王は、真言宗の開祖、弘法大師空海が 

自ら敬刻開眼された。真言密教の最高仏と位置付けられる大日如来の 

成り代わった御姿と伝えられている。 

 また、成田山は初代團十郎より現在に至るまでゆかり深い。 

特に後継者の男子出産祈願に恩寵を授かったことが相重なり、市川家 

は「成田屋」の屋号を使うようになった。（河口） 

   

 



    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                        

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

                    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

                                                                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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 

血液センター訪問記血液センター訪問記血液センター訪問記血液センター訪問記・・・・千葉県千葉県千葉県千葉県赤十字血液センター（船橋市）赤十字血液センター（船橋市）赤十字血液センター（船橋市）赤十字血液センター（船橋市）    
 

はじめて行く場所は緊張するものである。ＪＲ津田沼、新京成三咲とバス 20 分下りたところ

はアンデルセン公園の近く、のどかな田園地帯？早めに行き、どこかで時間調整などとのもくろ

みは失敗、約束より 30 分も早くついてしまったが、いつもおなじみの掛川さんはじめ、今井課

長、取材窓口の田中係長の３人から歓迎をうけて恐縮してしまいました。 

 今は全国的な献血受付システムに切り替える作業中多忙で 6/25 が切り替え日とか。血液セン

ターでは献血会場企画設定、血液の回収、保存、供給を担当、センターには 339名のメンバーが

在籍、外勤が多いため顔を合わさない人もあるとか、元旦のみ休日で 364日夜間ともに休みはな

いそうです。骨髄バンクとのかかわりは今後濃くなりそうで先般、全県の日赤の会議で協力協調

を話し合われ、組織体制構築にも着手されているとお聞きしました。（今井課長） 

 喜びは緊急時に輸血液を搬送し患者さんに届けられた時ですね。(千葉港、船橋、鴨川に拠点)(田

中係長)献血も骨髄登録も減少傾向にあるので呼びかけなど双方で工夫協力して増やしていきた

いですね。（掛川係長）                     ６月１３日西島隆史 
 
                               
                               写真左：田中企画ニ係長 

                               写真右：掛川登録一係長 

                               （いつも梅田さんと連絡 

                                していただいてる我々 

                                との窓口担当です） 

  ハッピー！卓球再開                  尾木成子 

 
 中学時代、兄がクラブ勧誘で「卓球と言えば日本、日本と言えば卓球」と語った。荻村伊智朗選手しか

知らなかったが、認識を新たにしたのが角田啓輔選手。なんと近くに居てかくも有名な選手だったのだ。

宮城県古川高校の出身、同郷だ。昭和 31,32年、荻村選手と並んで角田選手らが躍動していた。 

 恥ずかしながら、冠「荻村杯」があるのは、つい最近知った。蘇我にある卓球専門店の品揃えは凄い！

オタクですと店主。ラバーを張り替え、卓球シューズを買って汗を流しています。 

 マラソンに比べれば楽ちん！ 

心筋梗塞との闘病日記  上（３回連載）         事務局長 遠山将一 

 
 2月 19日新潟出張の帰り新幹線に乗ろうとエスカレーターで移動中、急に胸が痛みだした。2,3日前

からその兆候はあった。これは「心筋梗塞」でなくなった父から聞いていた痛みだ。救急車を呼ぶか、

新幹線に乗るか、自分の出した結論は「新幹線に乗り帰る」だった。（今、思うと無謀だった） 

 意識を失わないよう注意、大量の汗を拭きながら辛抱していると、越後湯沢で東大受験生と思しき人

物が隣席に座った。東大受験国語表記の参考書を開けるではないか。ちょっと内容を見てみようとした

がそれどころではなかった。そうこうする中、東京駅に到着。乗換での移動、心臓は痛いし息苦しく、

ここで救急車を呼ぼうと思ったが、電車に乗ってしまう。（バカだね） 

 やっとの思いで最寄り駅に着いたが、家までの徒歩が大変、長い坂が登れず、家に電話して迎えに来

てもらい、家にたどり着くことが出来た。すぐにスーツを脱ぎ、ラフな格好に着替える一方、母が病院

へ緊急外来の予約を入れ、タクシーで病院に向かった。（続く次号） 

 
 



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 6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    446,507446,507446,507446,507    +1,523+1,523+1,523+1,523    13,3613,3613,3613,362222    +4+4+4+40000    

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    42,42,42,42,175175175175    +504+504+504+504    1,6581,6581,6581,658    +14+14+14+14    

累計移植例数累計移植例数累計移植例数累計移植例数    17,07517,07517,07517,075    +235+235+235+235    543543543543    +13+13+13+13    

＜編集者のひとりごと＞ 
今号で掲載した闘病日記を参考に、他山の石にならな

いように、ご注意ください。コンサート券販売を皆で   

がんばり、350席 満席にしたいですね。 

今後（８～９今後（８～９今後（８～９今後（８～９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）    
    
日本骨髄バンク全国大会（福島）  ９月 13日     
全国骨髄バンク推進連絡協議会代表者会議（福島） 

９月 14日 
啓発とドナー登録会 
 野田七夕祭り（啓発）     ８月 9,10日 
 三井化学秋祭り（啓発）    ９月 28日 
 千葉県庁（ドナー登録会）   ８月 13,14,15日 
         

定例会予定 
 日 時 ８月３日（日）14時 ～ 
 場 所 船橋ＦＡＣＥ５階 ボランティアルーム 

日 時 ９月７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    紹紹紹紹    介介介介                    ～～～～柴谷柴谷柴谷柴谷みち子みち子みち子みち子～～～～    
 

 会員になって約 20年、古いですね。入会の動機は長男が骨髄移植後無事退院し、同じ経験者の方や血液疾

患について情報が得られるのではないかとの思いでした。千葉大での定例会をはじめ、東葛支部でも定例会

を持ちたくさんの情報と素敵な会員さんとの出会いを得ることが出来ました。中にはとても残念な会員さん

との永遠の別れも経験しました。（合掌） 

 活動では初めて経験することが多かったが、ワイワイガヤガヤ楽しく協力し 

あいながら出来たと思っております。また、千葉県内の地域をよく知ることが 

出来たのも会員になったおかげです。これからも若い会員さん（年齢や入会 

年数）古い会員さんとともに楽しく活動していきたいと思います。（現在は東 

葛での定例会はありません） 

 年齢的に無理せず楽せず、患者さんとその家族の方々の応援に励んで行けれ 

ば幸いと思っています。 

 ＵＫＡＴＳＵな話ＵＫＡＴＳＵな話ＵＫＡＴＳＵな話ＵＫＡＴＳＵな話            第４回第４回第４回第４回                                            三升家う勝三升家う勝三升家う勝三升家う勝    
    
    前号で既報の通り、12代目市川團十郎丈を追悼する成田山コンサート開催が決定し、誠に僭越ながら司会

の大役を拝命いたしました。どうぞ宜しくお願い致します。 

 実は、私の亭号は「三升家」は成田屋さんの定紋「三升」が由来という繋がりがあります。つまり、着物

の紋（だけ）は市川家と同じなんですよ。また、成田山の御本尊である不動明王は京都より海路で来ました

が、上陸した九十九里の尾垂浜は私の本籍地という所縁もございます。 

 ご存じのように初代の團十郎は成田の生まれ。加えて新勝寺に願かけし二代目を授かったことから大変に

信仰が篤く、屋号を成田屋といたしました。尚、現在の團十郎家は、松本幸四郎家より養子を迎えて存続し

ており、当代の幸四郎さんは亡くなった團十郎さんの従兄にあたります。徳川将軍家と御三家みたいな関係

でしょうか。 

そして、初代松本幸四郎は香取市の出身（今月、当地で特別公演が催されます）。深い縁で結ばれた千葉の

会として、ぜひコンサートを成功させたいですね。 

心からのご寄付ありがとうございます。 

堀口由美子 様    2,000円 

岡田智子  様    2,000円 

岡野ふさ子 様      2,000円 

遠藤信行  様      2,000円 

佐野正枝  様      2,000円 

小俣和雄  様      2,000円 

 

会 費 納 入 の お 願 い 
 千葉骨髄バンク推進連絡会は皆様からの会費と 

 ご寄付で運営しています。 

 皆様のご支援、ご協力をお願いします。 

＊毎月開催の定例会に持参いただいても結構です。もちろん定例会出席も歓迎です。 

年会費：     3,000 円（学生 1,000 円） 

振替口座名： 千葉骨髄バンク推進連絡会 

口座番号：  00160-6-547168 


