
特定非営利活動法人全国骨髄バンク推進連絡協議会は、東京都から「認定 NPO 法人」として認定されています。

平成6年6月17日第三種郵便物認可

発行所：特定非営利活動法人
全国骨髄バンク推進連絡協議会

〠 101⊖0031 東京都千代田区東神田 1⊖3⊖4KT ビル 3 階
TEL：03⊖5823⊖6360　　FAX：03⊖5823⊖6365
発行責任者：田中重勝　　　 題字：仲田順和（会長）
https://www.marrow.or.jp 　E-Mail:offi  ce@marrow.or.jp2021 年 10月 1日発行　第 350号

（ 1 ）第350号（月1回毎月1日発行）定価　1部15円

　かねてより疑問に思っていた“病室の無料Wi-Fi の完備が病院によってな
ぜ差があるの？”について＃病室WiFi 協議会が、回答率 100％を目指し実
態調査を行いました。SNS などを通じて募集した 95名のボランティア協力
のもと、約 3カ月をかけて調査が実施されました。

　街でスマホの電池が切れそうになっ
たとき、電源マップで近くの電源カフェ
を探すように、「入院時に病室で Wi⊖Fi
が使えるかどうかを簡単に検索できる
ものがあったらいいね」から始まった
大調査。調査先はやはり、「がん診療
拠点病院からだろう」と、国立がん研
究センターで公表されている 451 病院
を。併せて小児科の子どもたちの孤独
を救う Wi⊖Fi 環境の調査のために、全
国の 15 ある小児がん拠点病院を。そし
て、国立病院機構 140 病院、筋ジスト
ロフィー病棟がある主な病院と合わせ
て計 563 病院（一部重複）に絞りました。
　結果は調査した病院のうち 2 割に無
料 Wi⊖Fi が完備されていました。
　それを 2 割も完備されている、と思
うか、こんなに主だった病院への調査
なのに 2 割しか完備されていない、と
思うかは様々でしょうけれど、これが

現実でした。
　さて、病室に無料 Wi⊖Fi が完備され
ているとどんな良いことがあるのでしょ
うか。その事例を少しご紹介します。
　このコロナ禍、教育現場ではオンラ
イン授業が主となりつつあります。病
室に無料 Wi⊖Fi が完備されていればオ
ンライン授業を受けることができ、単
位を落とさずに進級できた生徒さんが
たくさんいらっしゃる。かつては単位
を落とす理由に「出席日数不足」があ
りました。オンライン授業が可能に
なった今、入院していても “ 出席 ” し
ているのです。仕事も同様です。
　また、入院中に一人で食べる食事ほど
味気ないものはないです。でも、スマホ
やタブレットをつなぎっぱなしにしてい
れば、家族と一緒に食卓を囲んでいる気
持ちになることができます。ある病院で
は、看護師さんの＂肌感覚＂で、ナース
コールが減ったという証言もありました。
　さて、この結果を 9 月 6 日に記者発
表しました。その後の一週間はびっく

りするぐらいの反響でした。反響元は、
患者さんではなく、多くは病院と新聞
記者さんでした。病院からは、「調査
のときは完備していませんでしたが、
今は完備されていますから更新をお願
いします」新聞記者さんからは「ウチ
は〇〇県です。県内の調査した病院の
名前を教えてください」また、完備さ
れている病院が県内に一病院だったと
ころには取材が殺到し、病院から「ど
んな方法で調査されましたか。うちは
誰が答えましたか」などの質問もあり
ました。さながら私たちは覆面調査員
のようだったみたいです。
　なお、ありがたいことに今、新たにあ
ちこちの病院で病室に無料 Wi⊖Fi が整
備されつつあるようです。日々、データ
を更新していますので、本紙掲載の情
報ではなく、HP の情報を最新データと
してご確認いただけますようお願い申し
上げます。また、皆様のお近くの病院
で新たな情報がございましたら、情報
をお送りください。血液疾患の患者様
は、他の疾患に比べてダントツに入院
期間が長いのです。患者様の孤独を少
しでも解消できればと、これからも活動
を続けて参ります。 （大谷貴子：記）

病室に無料Wi⊖Fiが完備されている病院を調査

～＃病室WiFi 協議会～

＃病室WiFi 協議会
HP:https://wifi 4all.jpn.org/hospital/index.php

《MONTHLY JMDP（ 9 月 15 日発行）より抜粋》

■日本骨髄バンクの現状（2021年 8月末現在）

※（　）内は末梢血幹細胞移植の実施数（国際間含む）

■8月の区分別ドナー登録者数
献血ルーム／ 770 人、献血併行型集団登録会／ 1,792 人、
集団登録会／ 0人、その他／ 56 人

■8月の年齢別ドナー登録者数（現在数）
10 代　2,884 人／ 20 代　83,911 人／ 30 代　136,619 人
40 代　222,176 人／ 50 代　89,069 人

■ 8月の 20歳未満の登録者 139人
■ �8 月末までの末梢血幹細胞移植（PBSCT）累計
数：1,303 件（国内ドナー→国内患者）

注）数値は速報値のため訂正されることがあります。

7 月 8 月 現在数 累計数
ドナー登録者数 2,860 2,618 534,659 868,612
患者登録者数 214 227 1,756 62,528

移 植 例 数 106
（28）

100
（20） ― 25,827

（1,349）

骨髄バンクの最新情報をお知らせする

骨髄バンクNOW

参議院議員自見はなこ氏（左から 3番目）参加の記者発表

Wi⊖Fi 導入状況集計結果（2021.9.21 現在）
全室可能 条件付き

全室 一部可能 導入予定 全く
使えない 合 計

117 18 152 14 262 563
21% 3% 27% 2% 47% 100%

都道府県別　全病室無料Wi⊖Fi 導入調査データ（2021.9.21 現在）
都道府県 調査

病院
使える
病院 割合 都道府県 調査

病院
使える
病院 割合 都道府県 調査

病院
使える
病院 割合 都道府県 調査

病院
使える
病院 割合 都道府県 調査

病院
使える
病院 割合

北海道 26 3 11.54% 埼玉県 17 4 23.53% 岐阜県 9 2 22.22% 鳥取県 5 1 20.00% 佐賀県 7 2 28.57%
青森県 8 1 12.50% 千葉県 18 2 11.11% 静岡県 17 2 11.76% 島根県 6 1 16.67% 長崎県 8 2 25.00%
岩手県 14 8 57.14% 東京都 35 11 31.43% 愛知県 22 10 45.45% 岡山県 10 2 20.00% 熊本県 10 4 40.00%
宮城県 10 0 0.00% 神奈川県 26 4 15.38% 三重県 9 1 11.11% 広島県 14 0 0.00% 大分県 8 1 12.50%
秋田県 11 0 0.00% 新潟県 12 1 8.33% 滋賀県 9 0 0.00% 山口県 11 2 18.18% 宮崎県 5 1 20.00%
山形県 8 4 50.00% 富山県 7 0 0.00% 京都府 16 2 12.50% 徳島県 7 3 42.86% 鹿児島県 13 3 23.08%
福島県 8 2 25.00% 石川県 8 2 25.00% 大阪府 20 7 35.00% 香川県 7 2 28.57% 沖縄県 8 1 12.50%
茨城県 12 1 8.33% 福井県 6 1 16.67% 兵庫県 22 4 18.18% 愛媛県 8 4 50.00%
栃木県 10 1 10.00% 山梨県 5 0 0.00% 奈良県 8 1 12.50% 高知県 5 0 0.00%
群馬県 9 1 11.11% 長野県 15 5 33.33% 和歌山県 7 3 42.86% 福岡県 27 5 18.52%
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「認定NPO法人」である全国骨髄バンク推進連絡協議会への寄付金は、税制上の優遇措置により、→

1　�北海道協会 30 周年事業で「白血
病と言われたら」を道内全公立図
書館に寄贈

　北海道骨髄バンク推進協会は昨年創
立 30 周年（1990 年 10 月 30 日設立）
を迎え、今年 8 月末、その記念事業の
一環として、全国協議会が発行してい
る患者・家族向けハンドブック「白血
病と言われたら（最新第 6 版、上下 2
巻セット）」を購入し、道庁及び道立
図書館のご協力のもと、道内全市町村
立図書館（室）179 館と道立図書館合
わせて 180 館に寄贈しました。
　コロナ禍のため人が集まる事業がで
きないことを受け、少しでも患者・家
族の皆さんの役に立つ事業をと知恵を
絞った結果です。
　情報過多の現代、ある日突然主治医
から白血病と告げられ立ちすくむ患者・
家族の皆さんにとって、わかりやすく正
確な情報を手に入れることは簡単ではな
いでしょう。このハンドブックは、オン
ラインでダウンロードすることも可能で
すが、ダウンロードが困難な方や紙の図
書の方が理解しやすいなどの方も多くい
らっしゃいます。住まわれている地域の
図書館で実際に手に取って読めることの
長所は確実にあるはずと考えています。
　一人でも多くの患者・家族の皆さん
の闘病の役に立てることを心から願っ
ています。
2　北海道庁が積極的な取り組みを展開
　本紙 4 月号でお知らせしたクラウド
ファンディングの活用事業や、10 月
の推進月間に合わせた事業など、当協
会も協力している道庁の積極的な取り
組みを紹介します。

【�ドナー休暇制度DVD制作�】

　これは、道庁クラウドファンディン
グでの寄付金を活用した事業で、ド
ナー登録推進のための大きな課題と
なっているドナー休暇制度を、多くの
企業に導入してもらうために作成され
ました。日本骨髄バンクの方が講師と
なり、骨髄バンクの意義や骨髄提供・
移植の説明、国内患者の移植率、ド
ナー休暇制度の概要やその導入例、制
度利用者の体験談等が 24 分間の動画
で構成されています。
　既に多くの道内企業に直接送付され
ていますが、一方的な送付だけでは活
用されないことも懸念されるため、北
海道商工会議所連合会や連合北海道等
に私も同行し、様々な機会をとらえて
この DVD を活用していただけるよう
依頼しています。
【�ポスター、チラシ、リーフレット制作�】
　これもクラウドファンディング活用
事業の一環で、ポスター（A2 判カ
ラー）、チラシ（A4 判カラー）、リー
フレット（A5 判カラー、三つ折り 6
ページ）を作成し、道内公共機関等に
掲出されています。内容は、骨髄バン
クの意義やドナー登録の呼びかけ、道
内登録窓口の紹介等です。

【�推進月間でセブンイレブンレシート
に PR印字など�】

　10 月の骨髄バンク推進月間に向け
た取り組みとして、例年どおりの道庁
本庁舎ロビーでのパネル展に加えて、
新たに10月1日から31日までの期間、
道内セブンイレブン全店で発行される
レシートに、道庁からのお知らせとし
て骨髄ドナー登録の PR が印字される
ことになりました。
　内容は「骨髄ドナー登録をお願いし
ます！ ドナー登録は 18 歳から 54 歳ま
で　あなたにしか救えない命がありま
す。」のメッセージに加え、問い合わせ
先とともに骨髄バンクの YouTube 番組
へつながる QR コードも印字されるそ
うです。ただし、骨髄バンクの PR が印
刷される確率は 5 分の 1 とのことです。
　さらに、道内コンビニ大手のセイ
コーマートでも、10 月 25 日から 31 日
まで毎日毎時 1 回、全店でドナー登録
を呼びかける店内放送が実施されます。
　また、札幌市内 10 か所以上の街頭
大型ビジョンで、10 月 30 日から 11
月 5 日まで毎日毎時 1 回から 3 回、ド
ナー登録を呼びかける静止画が放映さ
れます。
　これらの機会に一人でも多くの方の
心が動き、ドナー登録の低迷を打開す
るきっかけになることが期待されます。
（北海道骨髄バンク推進協会　畠山茂房）

　依然コロナの影響により献血・骨髄
バンクドナー登録数が低迷しています
が、今も輸血や骨髄ドナー提供者を待
つ患者さんは変わらずいます。そんな
方々のためにも新型コロナウイルス感
染予防対策を講じ、ご来場の皆様及び
出演者・関係スタッフの安全を十分に
考慮して開催する運びとなりました。
　SNOWBANK では、献血や骨髄ド

ナー提供者を必要とする患者さんのた
めにも一人でも多くの方に正しい知識
を持ってもらい、必要性を感じた方が
行動するキッカケをつくり、患者さん
がスタートラインに立てる社会創りを
目指します。

■�開催日：�
2021 年 11 月 13 日（土）〜14 日（日）
■会場：代々木公園 イベント B 地区
■�時間：10：00 Start（17：00 終了予定）
■料金：無料
■主催：�一般社団法人 

SNOWBANK

北海道から報告 2件

「東京雪祭 SNOWBANK�PAY�IT�FORWARD�2021」開催

＊�新型コロナウイルス感染予防対策（マスク、
消毒、ソーシャルディスタンスの確保）を
整えた上で「東京雪祭 SNOWBANK�PAY�
IT�FORWARD�2021」を開催します。

　ご来場いただく皆様にも、各自での対策の
ご理解とご協力をお願い致します。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

道庁作成の
DVD

セブンイレブンレシートに印字される PR

雪主（寄付）募集中！
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確定申告の際の寄付控除対象となります。詳細は事務局へお問い合わせください。

　京都市伏見区京都競馬場に近い場所
にレストラン「トライム」があります。
レストランなのですが、何と巨大なプラ
レールのジオラマが店内にあり、その
レールの上をたくさんの電車が走って
いて、子どもたちだけでなく大人も楽し
めます。
　お店は元看護師の小川清美さん（写
真：左）、夫の治夫さん、飛川和江さ
ん（写真：右）が共同経営されていて、
メニュー豊富なお昼の定食・シフォン
ケーキ・なめらかプリンと楽しい食事
ができます。お店で出されるお米も家
族で栽培したもの、野菜もなるべく地
産地消のもので「安心・安全な食の提
供」をされています。
　元看護師の清美さんは京都市内の病
院に勤めていて心理カウンセラーの資
格を取られ、医と心のケアをされてい
ました。病院では難病や小児がんの子
どもと家族の大変な入院生活を見てい
て、ボランティアで看護師仲間と心理
カウンセラーを始めました。
　そこで、余命宣告された子どもたち
も、夢を持っていることに気づきまし
た。ある少年は自転車に乗りたいと思
い、兄の自転車を借り何度もチャレン
ジして、やっと乗れるようになったこ
ろ、こけて怪我したところからの出血
が止まらず病院に連れて行ったとこ
ろ、急性悪性血液疾患と診断され、入
院生活を余儀なくされることになりま
した。

　自転車に乗りたいとの夢を捨てきれ
ず、7 歳の誕生日に買ってもらった自
転車を病室に持ち込もうとしたらドク
ターからストップがかかりましたが、
清美さんたちはドクターと相談し彼を
自転車に乗せることができました。1
こぎ 1 メートル進むのがやっとでした
が、夢をかなえることが出来ました。
そしてその 2 カ月後に息を引き取りま
した。その後彼のお母さんから「あの
子の命を喜ばせてくれてありがとう」
と思いもよらない感謝の意を伝えられ、
ボランティアの原点になったそうです。
　またある少女から「イルカが見たい」
との夢を語られ、東奔西走したが当時
は京都市内に水族館が無く、医師から
は「他府県にまで出かけられる体力が
ない」と言われ、夢が実現されないま
ま亡くなりました。店内には少女のこと
を忘れないようイルカの絵画が飾られ
お店のシンボルマークにもなっています。
　清美さん夫妻は活動に共感した飛川
さんと共に、2016 年一大決心をして

「トライム」を開店させ、子どもたち
の夢をかなえるお手伝いのための資金
集めを始めました。
　ケーキのお店にするきっかけは小児
がんの女の子に手作りケーキを食べて
もらったところ「小川さんのケーキは
とても美味しいので、ケーキ屋さん
やったらよいのに〜〜」と言ってくれ
たことでした。少女は残念ながら旅立
ちましたが、続けることが少女の夢を
永らえることだそうです。
　「黒い新幹線（500 系）に乗りたい」
との夢を持つ 5 歳の少年を新幹線に乗
せました。ところが座席では不満顔、
尋ねてみると、乗車したら新幹線（ボ
ディー）が見えないとご機嫌斜めでし

た。しかし降りた時に車両を見て喜ん
だそうです。このお店にプラレールのジ
オラマを作り、最初に走らせた電車が
500 系新幹線で、奇遇な思いをされたそ
うです。
　また、ある少年は4人兄弟の末っ子、
両親と祖父母の 8 人家族、いつも大好
きなメロンは 8 分の 1、夢は 1 人で 1
玉食べたい！！ ベッドの上で 3 日間か
けて食べてご満悦でした。
　トライムの趣旨に賛同してくださる
方も増えてきました。
　経営が軌道に乗りかけた矢先、コロ
ナ禍となり売り上げも半減、プラレー
ルの維持管理にも影響を及ぼし、クラ
ウドファンディングで資金を集め、プ
ラレールを楽しみにして来店する子ど
もたちにも夢を与えています。
　今年 8 月放映された関西テレビ関西
ローカル番組の「よ〜いドン！」の「と
なりの人間国宝さん」で取り上げられ、
感動が伝わり放送後、子どもを亡くし
たお母さんが 8 人も来られお話しした
り、いかつい格好のおっちゃんが来ら
れ感動したと涙ぐんだり、多くの反響
が有りました。
　今まで夢をかなえた子どもたちは 3
歳から中学 1 年生まで、特に年齢制限
は設けていませんが、主に小児がんの
子どもたちです。いくつかの子どもた
ちの夢をかなえましたが、残念ながら
かなえられなかった夢も多くありま
す。今も夢をかなえたいと思っている
病気の子どもたちがたくさんいます。
小児がんの子どもたちがいる限りこの
活動を続けていきたいそうです。
（全国協議会副理事長　山村詔一郎）

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴
い、医療機関では、各診療科の医師を
はじめ、多くの医療スタッフがコロナ
病棟での対応を求められ、その結果、
コロナ以外の医療に影響が出ていると
の報道が多くあります。

　骨髄移植に関しても、コーディネー
トや採取、移植に様々な影響が出てい
るのではと懸念されます。
　そこで、全国協議会ニュースでは、
コロナ禍の影響を受けた方々の生の声
を集約し情報を共有することで、今後
の活動に活かしたいと考えています。
　採取、移植、コーディネートなどの
中止や日程変更をはじめ、コロナ禍に

よると思われる様々な影響に関する情
報をメールでお寄せください。お寄せ
いただいた情報は、集約の上又はその
まま全国協議会ニュースに掲載させて
いただきます。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

「一人の命が喜ぶとまわりの命もよろこぶ」
命よろこぶ Project トライム代表�小川清美
取材日 2021 年 9 月 22 日
京都市伏見区横大路西海道 62―2
電話　075―202―319
https;//toraim.wixsite.com/mysite

小児がんの子どもたちに笑顔を

情報をお寄せください
コロナ禍の移植への影響について

締め切りは 10月 31日（日）
メールの送り先
　office@marrow.or.jp
　全国協議会ニュース編集委員会
　匿名でも結構ですが、差し障りがなければ、お住まい
の地域、病院所在地をお書きください。
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振込用紙をご希望の場合は、郵便振替口座の振込用紙を郵送いたします。当協議会まで FAX もしくはメールにてご請求ください。

各地のたよりを
写真を添えて
お寄せください。

各各地た地地たたの 写真を添えてり各地たの り
たたたたたたたたたたた
りりりりよよ

　新型コロナウイルス感染拡大ととも
に献血併行型登録会実施は難しくなっ
ています。献血団体は減少し、対面説
明への懸念から献血は実施するが登録
会は遠慮願いたいとする献血団体もあ
ります。

そのような状況下、7 月 2 日（金）
沖縄県警察学校で献血併行型登録会を
実施して多くの登録者があったので報
告します。
　警察学校の学生は職員（上司）だけ
でなく外来者にも出会うと、立ち止ま
り直立不動で大きな声で挨拶をするな
ど厳しい教育が行われていることがう
かがえます。
　今回は献血受付時間 12 時〜17 時で
献血バス2台、説明員は私一人でした。
献血者にはタッチパネルの後に血液セ
ンター職員がドナー登録の声掛けをし
て、私が希望者に登録の説明をしまし
た。

献血受付数122名で献血者数105名、
不適17名。登録説明は60名余に行い、

警察学校での登録会
沖縄

登録者は 43 名、既登録者数 14 名で、
年代別登録者数は 10 代 10 名、20 代
31 名、30 代 2 名でした。同校での登
録会実施は今回が 20 回目で、過去に
は一回で 60 名登録という記録もあり
ますが、その時は 5 名の説明員が参加
していました。
　説明員一人での登録者数としては県
立那覇西高校での過去最高記録と並ぶ
タイ記録となりました。実際に一人で
60 名余に登録説明を行い 40 名余の登
録を得るのは困難で、血液センター職
員の多大な協力があってこそできまし
た。沖縄県赤十字血液センター職員に
は深く感謝しています。

（沖縄県骨髄バンクを支援する会
上江洲富夫）

　厚生労働省は、「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供
の推進を図るため、若年層の骨髄等ドナー登録者や臍帯血
の確保、住所不明ドナー登録者の解消、コーディネート期
間短縮に向けた取組や造血幹細胞移植後の患者のフォロー
アップ体制の構築を引き続き推進するとともに、造血幹細
胞移植に必要な基盤（バンク）が安定的に運営できるよう
支援を行う」として、本年度予算より 4 億 8 千万円増額の
総額 29 億 1 千万円の概算要求を行いました。

⃝骨髄バンク運営費� 4 億 99百万円�⇒�4 億 98百万円
　　骨髄バンクへの補助金。安定的な運営のための支援。
⃝骨髄データバンク登録費
� 6 億 36百万円�⇒�6 億 58百万円
　 　日本赤十字社への補助金。骨髄等ドナーの HLA（白血

球の型）の検査及びデータ登録等に要する経費。献血者
情報を参照して登録者情報を更新することにより、住所
不明ドナー登録者を解消するためのシステム構築を含む。
⃝臍帯血バンク運営費� 6 億 20百万円�⇒�6 億 20百万円
　 　臍帯血供給事業者（臍帯血バンク）の安定的な運営の

ための支援。
⃝患者・ドナー情報登録支援事業� 77 百万円�⇒�77 百万円
　　日本造血細胞移植データセンターの運営補助金。
⃝造血幹細胞提供支援機関事業
� 1 億 92百万円�⇒�6 億 53百万円
　 　日本赤十字社への補助金。支援機関としての運営経

費。加えて、造血幹細胞移植に係る業務支援を行うため
の臍帯血情報公開・HLA 検査業務管理・骨髄適合検索
の各システムを引き続き安定して稼働出来るようシステ
ムの機能改善を行う。
⃝拠点病院整備経費� 4 億 2百万円�⇒�4 億 2百万円
　 　全国 9 カ所の造血幹細胞移植拠点病院への運営補助

金。移植後も身近な地域で生活の質を保ち、安心して暮
らしを続けていけるよう体制整備を図る。

令和 4 年度 厚生労働省概算要求

R3 年度予算額 R4年度要求額
関連予算総額 24.3 億円 ⇒ 29.1 億円

　毎年秋に、首都圏のボランティア団体
ではピアノ三重奏チャリティコンサート
を開催してきました。しかし、コロナ禍
で昨年今年とコンサートが開催できま
せん。その状況を打開すべく、演奏者
の小澤洋介さん・三戸素子さん・高田匡
隆さんから、チャリティコンサートを
YouTube で生配信しようとのご提案を
いただきました。東京・千葉・埼玉・神
奈川のボランティアとしては待ちに待っ
たチャリティコンサートであり、せっか
くなので全国の骨髄バンクボランティア
の皆さんにも視聴してもらおうと意見が
一致しました。次号のニュースとホーム
ページ等で視聴方法をご案内します！
2021 年 11月 19日（金）19：00～
1時間程度　YouTube で生配信

ピアノ三重奏チャリティ
YouTube で生配信決定！

活動資金の支援を
お願いします

口座名：特定非営利活動法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会

銀行口座　三井住友銀行　新宿通支店
普通　5666655

郵便振替口座　00150―4―15754

●一般
飛田　行康 現金 10,000 円
藤波　敬子 現金 10,000 円
高下　裕子 切手 2,030 円
塩谷　圭 現金 1,000 円
植木　玉日 現金 10,000 円
篠原　加津佐 現金 10,000 円
古嶋　愛野 現金 10,000 円
匿名 現金 3,000 円

●佐藤きち子造血細胞移植患者支援基金
会津テニス協会、ゼビオ株式会社、
丸善商事株式会社
 現金 50,000 円
匿名 現金 30,000 円
●募金箱
株式会社マルト商事
 現金 83,705 円
株式会社久美堂 現金 8,733 円
ゴールドジム柏千葉
 現金 9,724 円

にいつ内科クリニック
 現金 10,000 円
旭薬ナナカマド薬局
 現金 8,004 円
金寿司 現金 10,000 円
●つながる募金
 現金 16,500 円
●キモチと。
 現金 126,141 円

心からのご寄付に感謝申し上げます ●8月21日～9月20日（敬称略）


