
 

    
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    

    
    
    
    

 

    ２２２２月号月号月号月号 2012012012018888. . . . 2222. . . . １１１１ 

 発行：千葉骨髄バンク推進連絡会 
〒267-0054 千葉市緑区大高町 18-37 北村方 
    TEL／FAX 043-497-5083 

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

啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動  

 

新年を迎えて新年を迎えて新年を迎えて新年を迎えて    
 

2018 年も１か月が過ぎましたが、１月は会報発行がありませんでしたので、新年を迎えてのご挨拶を申
し上げます。 
昨年は、長年千葉県に要望していた「ドナー助成補助制度」が８月４日（金）に制定され、４月に遡っ

て適用されました。これでドナー本人やドナー休暇を与えた事業所に市町村が助成した場合、その 1/2 を
県が補助することになりました。８月時点で同制度を導入していた県内の市町村は、54 市町村中、習志野
市、我孫子市、船橋市、千葉市、松戸市、いすみ市の６市で導入率は 11％と低いものでした。そこで県に
依頼して９月１日（金）に、県庁に市町村の同制度の主管課対象の同制度の説明会を開催して頂きました。
私も「千葉県の骨髄バンク活動の現状と同制度導入の意義」について講演をしました。今年も未導入の市
町村に更に導入を働きかけて行きます。（また、山武市は、９月議会でドナー助成制度の補正予算が可決さ
れ、県内で７番目の導入市となりました。） 
11 月 11 日（土）には成田で４回目となる「コンサートと落語会」を開催しました。会場を成田駅前の「成

田市文化芸術センター」に変えて行いましたが、188 名の参加者を得て成功裏に終えることができました。 
一方、千葉県でも 55歳のドナー定年を迎えられる方が多く、ドナーの高齢化は大きな問題となっていま

す。そこで新たな若いドナーを開拓すべく登録会は大学開催を中心に今年は、250 回以上の献血併行登録会
（14 年度開催 60 回の 4倍以上）を開催する予定です。また骨髄バンク支援活動も真摯に実施してまいりま
すので、皆様方のご支援を宜しくお願い致します。（会長 梅田正造） 

習志野市役所での「あやちゃんの贈り物展」習志野市役所での「あやちゃんの贈り物展」習志野市役所での「あやちゃんの贈り物展」習志野市役所での「あやちゃんの贈り物展」12121212月月月月 13131313日日日日((((水水水水))))～～～～19191919日日日日((((火火火火))))    
 千葉骨髄バンク推進連絡会との共催で、骨髄バンク普及・啓発を目的としたパ

ネル展を開催しました。この取り組みは、習志野市としては初めてのことで、

昨年４月 30 日に竣工、５月に開庁した新庁舎の市民協働スペースに展示ボード

を並べ、あやちゃんが描いた絵画等 40枚を展示しました。 

 市役所を訪れたお客様が熱心にパネルに見入っている姿を見て、初めての試

みで手探りでの開催ではあったものの確かな手応えを感じました。今後も骨髄

ドナー登録者増加の一助となるべく、開催時期や展示方法などを更に工夫して

継続していきたいと思います。（習志野市 健康支援課 森林） 

東京箱根間東京箱根間東京箱根間東京箱根間往復往復往復往復大学大学大学大学駅伝競走駅伝競走駅伝競走駅伝競走        １月２日１月２日１月２日１月２日((((火火火火))))、、、、３日３日３日３日((((水水水水))))    
２日 宮ノ下 

箱根宮ノ下、富士屋ホテル前にて沿道での啓発活動を行いながら選手の応援

をしました。今年も晴天に恵まれ 長い間練習を重ねてきた選手たちがベストな

状態で走れる事を嬉しく思いました。啓発活動中、隣では、アツアツの「シチ

ューパン」の無料配布 600個のいい匂い。 

一度は食べてみたいと思いつつ募金の呼びかけに精を出し、そうこうしている

うちに選手たちが 走り込んで来ました。次々と選手たちが来てその間名前を呼

んでの応援練習終わってみると アっと言う間の啓発活動でした。（久永） 

３日 田町 

 今年の箱根駅伝は、長男・次男夫妻と私達夫婦の６人。田町で応援をしまし

た。昨年に引き続き青山学院大学の圧勝でしたが、原監督の伴走車内での笑顔

がとても印象的でした。しかしながら、笑顔の裏には相当なプレッシャーと御

苦労があったことと思われます。それらを乗り越えた笑顔だったと思います。 

 今年も私達の骨髄バンク応援幟は、闘病中の患者さんの力になれたでしょう

か？がんばって、原監督のような笑顔を取り戻しましょう。（石橋） 

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 ０４３－４９７－５０８３          事務局 北村まで 

 

 

 



    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

    

    

    

    

    

    

    

鎌ヶ谷市役所鎌ヶ谷市役所鎌ヶ谷市役所鎌ヶ谷市役所    12121212 月月月月 15151515 日（金）日（金）日（金）日（金）    登録者０名、説明受講者２名    
 

日赤職員さんは３名（男性）で受付、誘導等を行っていました。大変残念なのは
骨髄バンクに関しての声掛けが全くありませんでした。 

 受付待ちでチャンスを読んでいた方が数名いらっしゃいましたが説明には回っ
て来ませんでした。受付で日赤さんに一声掛けて頂けていたら登録につながったの
ではないかと思いました。 

 庁舎内放送は午前、午後各２回ありましたが、骨髄バンクについては有りません
でした。担当の方も見えませんでした。（柴谷） 

 成田市役所成田市役所成田市役所成田市役所 12121212 月月月月 28282828 日（木）日（木）日（木）日（木）登録者４名、説明受講者２名 
 

本日は、日赤奉仕団の方５名が終日お手伝いされていました。また、市の健康増
進課の富樫様も一日呼びかけをされました。 
館内放送でも献血と骨髄の呼び掛けをされ、その結果でしょうか 126 名の献血者

が朝から継続的にお見えになり、ドクター１名体制でしたので忙しかったと思いま
す。説明登録会は年内最後のとなりましたが４名の方の登録となりました。 
リーフレットは山本さんが時間内、該当者ほぼ全員に配布しました。  
本日は、既登録者が７名と多かった。また親子での登録もありました。（円東） 

 

登録会報告登録会報告登録会報告登録会報告     

  

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） 

 

 

登録会報告登録会報告登録会報告登録会報告 12月12月12月12月
登録者登録者登録者登録者
（人）（人）（人）（人）

説明受講者説明受講者説明受講者説明受講者
（人）（人）（人）（人） 説明員説明員説明員説明員

千葉大学千葉大学千葉大学千葉大学 1日(金)1日(金)1日(金)1日(金) 2222 9999 山本栄　円東克典山本栄　円東克典山本栄　円東克典山本栄　円東克典

松戸市稔台市民センター松戸市稔台市民センター松戸市稔台市民センター松戸市稔台市民センター ２日(土)２日(土)２日(土)２日(土) 3333 0000 尾木成子尾木成子尾木成子尾木成子

山武市成東保健福祉センター山武市成東保健福祉センター山武市成東保健福祉センター山武市成東保健福祉センター ４日(月)４日(月)４日(月)４日(月) 2222 2222 円東克典円東克典円東克典円東克典

千葉工業大学　新習志野キャンパス千葉工業大学　新習志野キャンパス千葉工業大学　新習志野キャンパス千葉工業大学　新習志野キャンパス ５日(火)５日(火)５日(火)５日(火) 2222 1111 山本栄山本栄山本栄山本栄

千葉工業大学　新習志野キャンパス千葉工業大学　新習志野キャンパス千葉工業大学　新習志野キャンパス千葉工業大学　新習志野キャンパス ６日(水)６日(水)６日(水)６日(水) 3333 0000 尾木成子尾木成子尾木成子尾木成子

富津市役所富津市役所富津市役所富津市役所 ６日(水)６日(水)６日(水)６日(水) 5555 4444 西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵

千葉工業大学　新習志野キャンパス千葉工業大学　新習志野キャンパス千葉工業大学　新習志野キャンパス千葉工業大学　新習志野キャンパス ７日(木)７日(木)７日(木)７日(木) 1111 3333 山口智子山口智子山口智子山口智子

JR新浦安駅前（シーサイドLC）JR新浦安駅前（シーサイドLC）JR新浦安駅前（シーサイドLC）JR新浦安駅前（シーサイドLC） 10日(日)10日(日)10日(日)10日(日) 1111 3333 久永幸子久永幸子久永幸子久永幸子

日本大学生産工学部日本大学生産工学部日本大学生産工学部日本大学生産工学部 12日(火)12日(火)12日(火)12日(火) 5555 1111 北村美和子北村美和子北村美和子北村美和子

日本大学生産工学部日本大学生産工学部日本大学生産工学部日本大学生産工学部 13日(水)13日(水)13日(水)13日(水) 5555 0000 尾木成子尾木成子尾木成子尾木成子

鎌ヶ谷市役所鎌ヶ谷市役所鎌ヶ谷市役所鎌ヶ谷市役所 15日(金)15日(金)15日(金)15日(金) 0000 2222 柴谷みち子柴谷みち子柴谷みち子柴谷みち子

船橋市役所船橋市役所船橋市役所船橋市役所 18日(月)18日(月)18日(月)18日(月) 3333 3333 山本栄山本栄山本栄山本栄

八千代リハビリテーション学院八千代リハビリテーション学院八千代リハビリテーション学院八千代リハビリテーション学院 19日(火)19日(火)19日(火)19日(火) 14141414 5555 西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵

津田沼献血ルーム津田沼献血ルーム津田沼献血ルーム津田沼献血ルーム 23日(土)23日(土)23日(土)23日(土) 1111 3333 石橋和記　円東克典石橋和記　円東克典石橋和記　円東克典石橋和記　円東克典

フルルガーデン八千代フルルガーデン八千代フルルガーデン八千代フルルガーデン八千代 24日(日)24日(日)24日(日)24日(日) 2222 4444 柴谷みち子　志田和子柴谷みち子　志田和子柴谷みち子　志田和子柴谷みち子　志田和子

八街市役所八街市役所八街市役所八街市役所 27日(水)27日(水)27日(水)27日(水) 2222 3333 久永幸子　北村美和子久永幸子　北村美和子久永幸子　北村美和子久永幸子　北村美和子

成田市役所成田市役所成田市役所成田市役所 28日(木)28日(木)28日(木)28日(木) 4444 2222 円東克典　山本栄円東克典　山本栄円東克典　山本栄円東克典　山本栄

合計合計合計合計 －－－－ 55555555 45454545 －－－－  

 

 

 

 幕張メッセ幕張メッセ幕張メッセ幕張メッセ    東京東京東京東京オートサロンオートサロンオートサロンオートサロン    １月１月１月１月 13131313 日日日日((((土土土土))))・・・・14141414 日日日日((((日日日日))))    
 
13 日：今年も幕張メッセで日本最大のカスタムカーイベントのオートサロン（チ
ューニングカーやドレスアップカーの車両展示および新製品の発表展示）が開催さ
れ、献血併行登録会を２日間開催しました。13 日は透き通るような青空で風もあ
りませんでしたが、大変寒い一日でした。登録者は午前中は２名だったので、今年
も少ないかと思いきや、午後は 17 名と合計 19 名となり盛況でした。私も献血しま
したが、献血も 258 名と多く何よりでした。（梅田） 
 
14 日：晴天の中、外での呼び込みはなるべく日当たりを選んで、献血プラカード

を持ちながらギフトを配ったが、なかなか受け取ってもらえませんでした。 

 ２組のご夫婦が登録されました。どちらも奥様の方が積極的にやって来て説明を

聞いて登録されました。１組は、初め、夫は他人事という感じでしたが奥様が申込

書を書き終わると、夫が僕もやはり登録しますと言って申込書を書き出し裏面に来

たら、奥様が「私が書くね」と言って書き出しました。夫曰く「妻の方が早くて、

きれいな字を書くから」と話されました。何とも微笑ましいご夫婦でした。 

  終了ギリギリに二人が来て、一人は献血後で再度針刺しになることを話すも、

なんのその今風の若い女性の方で登録されました。もう一人の男性は、身内の方が、

社会からお世話になっているので自分も何か恩返しをしたいと話され登録されま

した。（柴谷） 

登録会報告登録会報告登録会報告登録会報告 １月１月１月１月
登録者登録者登録者登録者
（人）（人）（人）（人）

説明受講者説明受講者説明受講者説明受講者
（人）（人）（人）（人） 説明員説明員説明員説明員

千葉県庁千葉県庁千葉県庁千葉県庁 ４日(木)４日(木)４日(木)４日(木) 6666 0000 久永幸子　円東克典久永幸子　円東克典久永幸子　円東克典久永幸子　円東克典

千葉県庁千葉県庁千葉県庁千葉県庁 ５日(金)５日(金)５日(金)５日(金) 1111 1111 北村美和子　柴谷みち子北村美和子　柴谷みち子北村美和子　柴谷みち子北村美和子　柴谷みち子

城西国際大学　千葉東金キャンパス城西国際大学　千葉東金キャンパス城西国際大学　千葉東金キャンパス城西国際大学　千葉東金キャンパス ９日(金)９日(金)９日(金)９日(金) 2222 1111 山本栄山本栄山本栄山本栄

千葉市役所千葉市役所千葉市役所千葉市役所 ９日(金)９日(金)９日(金)９日(金) 3333 4444 志田和子志田和子志田和子志田和子

市原市役所市原市役所市原市役所市原市役所 10日(水)10日(水)10日(水)10日(水) 0000 0000 西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵

城西国際大学　千葉東金キャンパス城西国際大学　千葉東金キャンパス城西国際大学　千葉東金キャンパス城西国際大学　千葉東金キャンパス 10日(水)10日(水)10日(水)10日(水) 8888 0000 北村美和子　北村美和子　北村美和子　北村美和子　

城西国際大学　千葉東金キャンパス城西国際大学　千葉東金キャンパス城西国際大学　千葉東金キャンパス城西国際大学　千葉東金キャンパス 11日(木)11日(木)11日(木)11日(木) 4444 2222 円東克典　伊庭辰雄円東克典　伊庭辰雄円東克典　伊庭辰雄円東克典　伊庭辰雄

幕張メッセ　東京オートサロン幕張メッセ　東京オートサロン幕張メッセ　東京オートサロン幕張メッセ　東京オートサロン 13日(土)13日(土)13日(土)13日(土) 19191919 6666
西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵
山本栄　梅田正造山本栄　梅田正造山本栄　梅田正造山本栄　梅田正造

幕張メッセ　東京オートサロン幕張メッセ　東京オートサロン幕張メッセ　東京オートサロン幕張メッセ　東京オートサロン 14日(日)14日(日)14日(日)14日(日) 11111111 11111111
石橋和記　円東克典石橋和記　円東克典石橋和記　円東克典石橋和記　円東克典
柴谷みち子　戸辺信晴柴谷みち子　戸辺信晴柴谷みち子　戸辺信晴柴谷みち子　戸辺信晴

JR新浦安駅前JR新浦安駅前JR新浦安駅前JR新浦安駅前 14日(日)14日(日)14日(日)14日(日) 5555 0000 尾木成子尾木成子尾木成子尾木成子

東金市役所東金市役所東金市役所東金市役所 15日(月)15日(月)15日(月)15日(月) 4444 1111 北村美和子　久永幸子北村美和子　久永幸子北村美和子　久永幸子北村美和子　久永幸子

了徳寺大学（浦安市明海）了徳寺大学（浦安市明海）了徳寺大学（浦安市明海）了徳寺大学（浦安市明海） 15日(月)15日(月)15日(月)15日(月) 3333 0000 尾木成子　志田和子尾木成子　志田和子尾木成子　志田和子尾木成子　志田和子

住友化学(株)　袖ケ浦地区住友化学(株)　袖ケ浦地区住友化学(株)　袖ケ浦地区住友化学(株)　袖ケ浦地区 16日(火)16日(火)16日(火)16日(火) 4444 4444 西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵

流通経済大学　新松戸キャンパス流通経済大学　新松戸キャンパス流通経済大学　新松戸キャンパス流通経済大学　新松戸キャンパス 17日(水)17日(水)17日(水)17日(水) 3333 0000 尾木成子尾木成子尾木成子尾木成子

順天堂大学　さくらキャンパス順天堂大学　さくらキャンパス順天堂大学　さくらキャンパス順天堂大学　さくらキャンパス 18日(木)18日(木)18日(木)18日(木) 0000 8888 山本栄山本栄山本栄山本栄

イオンタウン野田七光台イオンタウン野田七光台イオンタウン野田七光台イオンタウン野田七光台 21日(日)21日(日)21日(日)21日(日) 3333 1111 戸辺信晴戸辺信晴戸辺信晴戸辺信晴

君津市保健福祉センター君津市保健福祉センター君津市保健福祉センター君津市保健福祉センター 24日(水)24日(水)24日(水)24日(水) 8888 6666 西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵

(株)ジョイフル本田　君津店(株)ジョイフル本田　君津店(株)ジョイフル本田　君津店(株)ジョイフル本田　君津店 25日(木)25日(木)25日(木)25日(木) 5555 2222 西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵

イオンタウン館山イオンタウン館山イオンタウン館山イオンタウン館山 28日(日)28日(日)28日(日)28日(日) 3333 2222 西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵西島隆史　西島一恵

津田沼献血ルーム津田沼献血ルーム津田沼献血ルーム津田沼献血ルーム 28日(日)28日(日)28日(日)28日(日) 8888 3333 北村美和子  久永幸子北村美和子  久永幸子北村美和子  久永幸子北村美和子  久永幸子

印西市役所印西市役所印西市役所印西市役所 30日(火)30日(火)30日(火)30日(火) 1111 2222 山口智子山口智子山口智子山口智子

合計合計合計合計 －－－－ 101101101101 54545454 －－－－  



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

いすみ市いすみ市いすみ市いすみ市でドナー助成制度がスタートでドナー助成制度がスタートでドナー助成制度がスタートでドナー助成制度がスタート        
 

いすみ市では、29年４月より「いすみ市骨髄移植ドナー支援事業」を開始しました。 
 この事業は、骨髄・末梢血幹細胞提供者（ドナー）となった市民に提供１回につき 10 万円の助成をし、
ドナーが従事している国内の事業所にドナー１人につき５万円の助成を行うものです。 
 千葉県でも、６月県議会において県内市町村への骨髄ドナー助成補助制度の補正予算が可決されました。
これに合わせて他市町村からの問い合わせも多く、事業の創設を目指す動きが活発になってきているよう
に感じます。 
 ドナー支援事業を推進するためには、市民に骨髄バンクを知ってもらうことが大切なので、献血会場で
のドナー登録会を積極的に受け入れ、骨髄バンクを周知しながら、ドナー登録を増やしていくことを目指
します。 
 現在まで、申請はありませんが、骨髄移植を待つ方の希望である骨髄バンクを市として応援し、地域で
活動する団体等と連携を図って、ドナー支援事業が多くの方に活用されるよう事業を推進してまいります。 
（いすみ市健康高齢者支援課 健康つくり班 田中） 

   

日本骨髄バンク移植２万例達成記念「コンサートと落語会」日本骨髄バンク移植２万例達成記念「コンサートと落語会」日本骨髄バンク移植２万例達成記念「コンサートと落語会」日本骨髄バンク移植２万例達成記念「コンサートと落語会」    11111111 月月月月 11111111 日（土）日（土）日（土）日（土）    

コンサートコンサートコンサートコンサートと落語と落語と落語と落語会場での会場での会場での会場でのケア帽子ケア帽子ケア帽子ケア帽子展展展展    
 

 新しいコンサートと落語会場では、パネル展・ケア帽子の展示も十分にでき

るスペースがありました。ケア帽子を作るお手伝いをしてくださった栄町赤十

字奉仕団の皆様もご来場。 

自分達が作った帽子があるかも？と見てくださっていました。 

毎年、クリスマスプレゼントとして病院へ贈り、必要としている方々に使っ

ていただいております。今年は、11 病院に 370 個を贈ることができました。 

抗がん剤の副作用脱毛は、女性にとってはとても辛いこと。治療が終わり、

又元のようになるまで使っていただければと、お手伝いくださっている皆さん

と作っています。（西島一） 

千葉県千葉県千葉県千葉県内の内の内の内の「「「「ドナー助成ドナー助成ドナー助成ドナー助成制度」制度」制度」制度」報報報報告告告告    

 

 

桂右女助師匠の落語 

三戸素子さん、小澤洋介さんの演奏 

伊庭・後藤さん、右女助師匠のミニトーク 

ケア帽子展 

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。 

アンケート結果からアンケート結果からアンケート結果からアンケート結果から 
 

今年もアンケートを取り、57 部約４割の回収率となりました。主な内容
は以下のとおりです。 

何でこのイベントを何でこのイベントを何でこのイベントを何でこのイベントを知りましたか？知りましたか？知りましたか？知りましたか？         

・新聞，コミュニティー誌などがあるものの、友人知人からの口コミが圧
倒的で会員個々のつながりの重要性が感じられた。 

新会場の印象は？新会場の印象は？新会場の印象は？新会場の印象は？ 

・ほぼ全員が絶賛、公演についてもコンサート、落語に好みが分かれては
いたもののいい評価をいただいている。 

ミニトークについては？ミニトークについては？ミニトークについては？ミニトークについては？ 

・予想以上に高評価を頂き、もう少し時間を延ばせないかとの意見があっ
た。 

ドナー登録や提供を増やす方策について意見は？ドナー登録や提供を増やす方策について意見は？ドナー登録や提供を増やす方策について意見は？ドナー登録や提供を増やす方策について意見は？ 

・・・・学校等での説明会やＴＶ、握手会などの意見が寄せられた。 

また、ドナー助成制度は知らない人が多く、今後も粘り強くＰＲしてい
く必要性が感じられた。 

どこから来られているか？どこから来られているか？どこから来られているか？どこから来られているか？ 

・・・・近隣の成田周辺のみならず千葉、船橋、牛久などかなり広域からの参加
で電車、車は半々の割合とみられた。 

 

これらの意見を参考に、来年はよりよい内容にしていきたいと思っています。これらの意見を参考に、来年はよりよい内容にしていきたいと思っています。これらの意見を参考に、来年はよりよい内容にしていきたいと思っています。これらの意見を参考に、来年はよりよい内容にしていきたいと思っています。    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

今後今後今後今後（（（（2222～～～～3333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）    
 
ドナー登録会  
・旭市保健センター        ２月 13日(火) 
・幕張メッセ きやっせ         ２月 18日(日) 
・市川市役所南仮設庁舎         ２月 20日(火) 
・東庄町役場                   ２月 22日(木) 
・イオンモール木更津   ２月 24日(土)、25日(日) 
・いすみ市大原保健センター    ２月 26日(月) 
・袖ケ浦市保健センター      ２月 26日(月)  
・館山市役所                     ２月 27日(火)  
・三芳病院 （南房総市）          ２月 27日(火)  
 
イベント      
・関東甲信越地区ブロックセミナー  ３月 17日（土）  
・船橋市役所でのパネル展  ３月 19日(月)～23日(金) 
・東京学館でのパネル(春ちゃん)展   ３月 24日(土) 
 
定例会予定 

日 時  ３月 ４日（日）14 時 00 分～  
 場 所 船橋ＦＡＣＥ５階 ボランティアルーム 

 こいこいの 宇宙と地球の随想記 １stシーズン「星の巻」 

第６回 宇宙はいつ始まった ～ビッグバンと宇宙膨張～ 
  

新しい年が始まりました。今年は、１月 31日に素晴らしい皆既月食 
が見られそうです。また、火星が 15年ぶりに地球に大接近し、夏の夜 
空にオレンジ色の輝きをもたらしてくれるでしょう。 
 ところで、宇宙はどこまで広がっているのでしょうか。エドウィン・ 
ハッブルは、アメリカ西部パロマー山に建造された巨大な望遠鏡を使っ 
て、はるか遠くの銀河を観測し、遠くの銀河ほど、我々の銀河系から速 
い速度で遠ざかっていることを発見しました。それが意味するところは、何と宇 
宙はどんどん膨らんでいる、というのです。では、その昔の宇宙の大き 
さはどうだったのでしょう。時間を逆にたどると、宇宙はどんどん縮んで一点に収束します。 
今から 138 億年前、宇宙はこの一点から始まり、今もなお膨らみ続けています。宇宙が始まったときの想像

を絶する大爆発は、ビッグバンと呼ばれています。それより昔に何があったか。宇宙は、我々の知っているこの
宇宙だけなのか…。考えれば考えるほど、わからないことだらけです。はるかな宇宙に広がる星を想いながら、
この地球に自分が生まれてきた意味を問い続けていきたいと思います。（H.K.） 

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（2017 年 12 月末現在） 

『『『『瓢箪から白血病！？』第瓢箪から白血病！？』第瓢箪から白血病！？』第瓢箪から白血病！？』第６６６６回回回回（最終章（最終章（最終章（最終章    退院・復学・就職・介護、そして自分の道へ退院・復学・就職・介護、そして自分の道へ退院・復学・就職・介護、そして自分の道へ退院・復学・就職・介護、そして自分の道へ    ）～）～）～）～I.K.I.K.I.K.I.K.～～～～    

ちらちらとちらちらとちらちらとちらちらと    桜のように桜のように桜のように桜のように    舞う心舞う心舞う心舞う心    人間万事塞翁が馬人間万事塞翁が馬人間万事塞翁が馬人間万事塞翁が馬    
 

 移植が終わったら即退院というわけではなく、調子が落ち着いたら無菌室病棟の準無菌室に入り、またそこで

２，３週間過ごしたら、一般病棟で３間ほど過ごして社会復帰という道をたどります。私は早い段階で大先生に

大学への復帰を促され、日本一混むという常磐線で大学へと通学を再開しました。 

もしこの記事を読んでいる患者さんがいたら、「休学」ではなく、「留年」という形 

をとることをお勧めします。少しでも禍根を残さないことの方が幸を得ますから。 

 復学した私は大学の国際交流センターに登録して台湾人の女の子と友達になり、 

あとは大学院生として残っていたゼミの同期の女の子と交流を持ち、なんとか自分 

の中で社会的に安定期に入りました。復学して半年後、２回目の就職活動期に入り 

ました。前回の就職活動は白血病で倒れた頃でしたので仲間もいましたが、２回目 

は全くの個人戦でした。おかげで 120社ほど受けることになり、６月には内々定を 

頂き、証券会社に就職しました。その後、紆余曲折があり、今はベーカリーで日々 

パンを作っています。 

 

 

こころからのこころからのこころからのこころからのごごごご寄付寄付寄付寄付、あ、あ、あ、ありがとうございますりがとうございますりがとうございますりがとうございます。。。。    
 

日本生命労働組合 様 ７０，０００円（カタログギフト） 

谷古宇 英行 様    ４，０００円 

円東 克典  様    ５，６５８円  

    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    対前年増減数対前年増減数対前年増減数対前年増減数    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    対前年増減数対前年増減数対前年増減数対前年増減数    

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    444482,19182,19182,19182,191    ++++2,2252,2252,2252,225    ++++13,46313,46313,46313,463    14,64214,64214,64214,642    ++++171171171171    +860+860+860+860    

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    52,70252,70252,70252,702    +437+437+437+437    ++++2,8312,8312,8312,831    2,0502,0502,0502,050    ++++18181818    +107+107+107+107    

累計移植例数累計移植例数累計移植例数累計移植例数    21212121,,,,488488488488    ++++181181181181    +1,+1,+1,+1,251251251251    678678678678    ++++4444    +47+47+47+47    

 

 

＜編 集 後 記＞ 

 今年の箱根駅伝。終わってみると青山学院大学の圧

勝に終わりました。自分が全国協議会の理事をしてい

た 10数年前は、予選会から本戦に出るか出れないかの

実力で、弱かった頃を見ているので、今の実力は数年

続くと思っております。20km を走れる選手を 10 名、

揃えられるのは、何よりの強みだと考えます。 

 千葉県では昨年、骨髄ドナー助成補助制度を制定し

ていただいたので、４月以降、多くの県内各市で骨髄

ドナー助成制度を制定していただけると思っておりま

す。（遠山） 


