骨髄バンク命のアサガオにいがた

2010 年 3 月 発行

希 望
新年のご挨拶

NO

会長

2

丹後まみこ

皆様、新年おめでとうございます。当会は多くの方々のご支援により、一周年を迎えることができま
したことをまずもって御礼申し上げます。ここで活動を振り返り抱負を述べさせて頂きます。
H.20/12/1 燕市吉田公民館で設立総会開催、会長に就任した私ですが、内心不安 50％しかし大丈夫！
みんなでやるんだから何とかなるよという根拠のない安心 50％でスタート。その時、副会長の金子和子
が「私はこの活動を継続してもらいたいので、次世代を育成していきたい」と発言したのが印象に残っ
ています。彼女の指導の下、叱咤激励を受けながらの一年でした。また、骨髄バンク支援音楽隊として、
語りべとして活動している加茂市の高野豊・由美子夫妻は大きな存在です。
今までの为な事業としては平成 21 年 2 月骨髄移植 10,000 例・臍帯血移植 5,000 例ありがとうキャン
ぺーンイベントを県央サティ様、4 月記念植樹会を菊水酒造様で開催しました。
4 月 胎内市立本条小学校一年生に命のアサガオの種を贈呈(H.22/1/29 現在 全国 66 校/13 企業団体/23
個人へ総数 8,351 袋) 7 月

高野由美子が加茂市立若宮中学校で初の語りべ講演

9 月県为催ドナー登録

10 月 骨髄バンク推進月間にあたりプル

会(県央サティ)、年間の献血並行登録会に説明員として参加

デンシャル生命様のご協力により、NPO 法人骨髄バンクサポート新潟と共に新潟 NEXT21 十字路で普
及啓発・募金活動

10 月～11 月 骨髄バンク意識調査アンケートを実施(実数 1,800 枚)

私は今年度、福島・宮城・東京・新潟県内等の各地で講演させていただきました。これから長崎・大
阪を予定しています。今このように振り返り、どれひとつ取ってみても、多くの方々のご協力がなけれ
ば成しえなかった事ばかりです。改めて感謝申し上げます。
22 年度も引き続き普及啓発活動とドナー登録会のお手伝いをやって参ります。4 月には新潟県内公立
小学校一年生へ、命のアサガオの種を贈呈するべく準備中です。また、4 月 10 日～18 日 一周年記念事
業としてハートフルメッセージ展を行います。どうか皆様方の絶大なるご支援・ご協力を賜りますよう
お願い申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

企業で初めての語りべ事業に参加して

竹中 貞子

10 月 4 日プルデンシャル生命保険㈱新潟支社で、企業で初の骨髄バ
ンク草の根語りべとバンド演奏、ドナー登録説明会を行ないその後、街
頭に出て同社社員・ご家族 40 名、NPO 法人骨髄バンクサポート新潟、
当会各 6 名の計 52 名がたくさんのノボリを立てて、チラシ・アサガオ
の種の配布、募金活動、骨髄バンク意識調査アンケートを呼びかけまし
た。同社は毎年 10 月第１日曜日をグローバルボランティア DAY とし
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て今年、骨髄バンクの普及活動に取り組んで下さったものです。ドナー登録 15 名、募金総額 50,197 円、
アンケート 53 名と大勢の皆様のご協力をいただき、内容の濃い心に残る 1 日となりました。

佐渡山大祭前夜祭に参加して

土田 和枝

8 月 22 日 骨髄バンクのボランティアをさせて頂いて、はや一年半が過ぎ白血病で逝った息子と、い
つも一緒に活動している気持ちで参加しております。イベントなど多数活動を行なっておりますが、今
回は、そのイベントの一つ燕市吉田佐渡山地区の諏訪神社の大祭前夜祭に参加させてい頂きました。大
きな祭りと違い小規模でしたが、地区の方々のまとまりも有り大賑いでした。手作り作品の出店 OGB
バンドの演奏やアートバルーンも参加。又、沢山の募金、作品の売り上げがありました。祭りの参加は、
初めてでしたが良い経験をさせて頂きました。イベントを通して、骨髄バンクの事業や活動を知って頂
き本当に有りがとうございました。

「田上町産業まつり」に参加して

布施 卓雄

10 月 25 日(日)快晴の中で、駐車場の角地の恵まれたコーナーでの広報活動を行った。私はアンケー
トを多くの方々にお願いした際にハートのバッチを渡すと同時に命の
大切さとアサガオの話をした。私がドナーさんから生きる力を貰った
こと。命はずっと繋がっていること。アサガオは、巻きつく支柱があ
るので、つるが成長するという。私の活動がアサガオにとっての支柱
となれれば、アサガオのつるがぐんぐん伸びるように、ドナーの輪が
広がるのではないか。そうすれば、患者に幹細胞移植が完全寛解の時
に届けることができる。そういった夢を私は抱いている。

幸せの黄色いレシートキャンペーン

金子 和子

10 月 11 日 新潟県央サティ様から専用ギフトカード 15,600 円のご寄贈を受けました。さっそく、イ
ンクジェット 6 色入り 2 個とコピー用紙を購入しました。新しい団体ですので、活動資金が追いつかず
大変助かります。毎月 11 日の「幸せの黄色いレシートキャンペーン」には、2 名のボランティアが声を
大にして呼びかけた賜と、これからも張り切って PR をしたいと思っています。

～～～～～～ 骨髄を提供してきました！ ～～～～～～ 高野 由美子
昨年の夏、登録して 3 年目にドナーに選ばれ骨髄を 900 ㏄提供してきました。急性リンパ性白血病
で、H17 年に 18 歳の息子を移植のかいなく亡くしましたが、ドナーさんのお陰で生きる希望を持っ
て闘えたことに本当に感謝しています。医者でもない普通の为婦が、人の命を救うことができるかも
しれない…とっても感動しました。本当に凄いことだと思います。3 泊 4 日の入院もあっという間に
過ぎ私はとっても元気です。患者さんはきっと元気になってくれると信じています。とっても貴重な
経験をさせていただきました。テレビ局から骨髄採取の取材を受け、実際に手術室で骨髄を採取する
ところを放送していただきました。尐しでも、正しい知識と理解が得られたのではないかと思います。

★ これからの活動予定
4/1

県内公立小学校新一年生 (574 校・18,000 人) へ命のアサガオの種の贈呈(発送)

4/10～18

骨髄バンク命のアサガオにいがた・一周年記念事業ハートフルメッセージ展・
ドナー登録会(18 日 10：30～16：00)

4/

胎内市立胎内小学校新一年生へ命のアサガオの種贈呈式 (丹後・嵐・佐藤)

5/5

ギャラリー木り香（語りべ）(丹後 ・高野)

6/5

東京都武蔵村山市立第十小学校（語りべ）(丹後)

8/8

すみれ会 40 周年記念ピアノ発表会 ～サマーコンサート partⅤ～(丹後)

思います。
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ボランティア活動に参加して
「胎内・冬休み子どもワクワク広場に参加して」 H.22.1.6
♪きのと小 四年 高橋 夏菜♪
ビデオをみて、白血病はやっぱり大変な病気なんだなぁと改めて知りました。ニコニコ笑顔の光祐さんは
死んでしまったけど、命のアサガオの種は生き続けています。これからも、きれいなアサガオの花を見て、
命を大切にしようと思う人が増えてきたらステキだと思います。

♪きのと小 四年 桐生 唯里♪
平丸先生から、つらく長いちりょうにがんばってきた光祐さんのことを聞きました。そして、いろいろな
命の大切さについても教えていただき、改めて命の大切さを学びました。一つしかない大切な命。光祐さ
んの命のアサガオを毎年咲かせようと思います。これからも命を大切にして、光祐さんの分まで精一杯生
きます。

♪きのと小 四年 板垣 柚香♪

今日、「子どもワクワク広場」で、命のアサガオの種を袋につめました。この作業は、今まで大人がやっ
ていたそうです。子どもたちで袋づめするのは初めてだと知りました。光祐さんの命のアサガオの種が、
世界中の人に届くようにと願いながら、私は、一袋一袋ていねいにつめていきました。

☆ 9 月 12 日県央サティで行なったドナー登録会のチラシ配りに参加して ☆
私達は今日ボランティアに参加し、沢山の人々の骨髄バンクに対する意見を知ることができました。
私達が今回チラシを配った時に、「何分ぐらいで終わりますか？」と積極的にドナー登録について質問し
てくれたり、ドナー登録の意志があっても年齢制限があり登録できなかった人など、様々な思いを持った
方達がいました。私達は、今回の活動を通してドナー登録に関心を持った方達が沢山いらっしゃるという
ことを改めて感じました。その方達が、本日 1 人でも多く登録していただけると思うと私達が世界で骨髄
提供を待ち続けている人を救ったような気がして嬉しく思います。また機会があれば、多くの人々にドナ
ー登録の呼びかけをしたいと思います。

加茂市立若宮中学校

近藤祥子

阿部優依花

◆骨髄バンク命のアサガオにいがた一周年記念事業◆
ハートフルメッセージ展のお知らせ
当会は、皆様の温かいご支援により、昨年 12 月に無事一周年を迎えることができ、一周年記念事業を計
画いたしました。4 月 18 日(日) はドナー登録会を行ないます。
日時

平成 22 年 4 月 10 日(土)～18 日(日) 会場

HP

骨髄バンク命のアサガオにいがた

ボランティアさん大募集！！

イオン新潟南ショッピングセンター マリンコート

http://inochinoasagao.com
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詳細は HP にて

ご寄付を頂いた方
＊寄付金

2009 年 7 月 ～'10 年 1 月

敬称省略

順不同

（個人）久保木正則 須貝節 長田良一 平井俊子 小山光秀 前田徹 行田臣
高橋キクコ

神田照男

本田稔子

小林晴美 中村・松村・黒田

笹原大輔

高橋康明

檜皮智子

丹後鉄雄

菅野良子

丹野雄二

江口佳一郎

筏真純

匿名 2 件

（企業・団体）㈱北越ケーズ 胎内市社協 ㈲長谷川不動産センター ㈱伊藤園新潟西部支店 BSN 愛の募金
佐渡保健所

プルデンシャル生命保険㈱新潟支社

新潟大野ライオンズクラブ

本庄市立共和小 5-1

********************************************************************************************************

＊寄付品

2009 年 7 月 ～’10 年 1 月

敬称省略

順不同

（個人）志賀としえ 吉田愛美 浅井洋子 山口光岳 松原ヤス子 石井和子 木村可奈子 森谷利男 桜井 野口
小林義昭 高橋義信

溝下純子

堤 昌子 長原百合子
杉崎圭子 亀岡点

つかだはるの 福元和子

大花利子

石田ゆかり

小池靖子

神津伸子

渡辺津枝子

吉田トミ

丹呉久美子

吉村優子 古賀ミネ子 加藤みゆき 山下彩芽 本田稔子

中山恵子 久保木正則 中島幸野 野口恵里 小林正次 阿部トキ

深谷啓子

加瀬丈子

（企業・団体）五ヶ瀬町立鞍岡小 五ヶ瀬町立上組小 4 気仙沼市立鹿折中 気仙沼市立小泉中 いわき市立植田中
小金井市立東小

いわき市立磐崎中

いわき市立錦中

本庄市立共和小 5-1 武蔵村山市立雷塚小

胎内市立中条中生徒会 ㈱スーパーテレビジョン 菊水酒造㈱ ㈱川口造園 竹の子の会 秩父市役所
岐阜骨髄献血希望者を募る会高山支部 骨髄バンクを支援するいばらきの会

虹の家

長浜市立長浜南小 6

＊会費納入のご案内

活

動

の

記

■正会員・賛助会員

録

（個人）1 口

2,000 円

（団体）1 口 10,000 円

H 21 年 7 月～22 年 3 月までの活動(本紙掲載以外のもの)

＊振込方法
郵便振込口座

BSN 愛の募金贈呈式に出席

【口座番号】 00570-5-60728

胎内市立本条小学校閉校記念式典に出席

【名義】

いわき市立磐崎中学校放送委員会「命のアサガオの故郷を訪ねて」取材同行

胎内市立中条中学校生徒会

種寄贈来訪

骨髄バンク命のアサガオにいがた

＊他金融機関からの振込方法

いいはなシーサー(命のアサガオ) テレビ朝日放送(丹後)

【店番】059

UX 新潟テレビ 21 ドナーとしての骨髄採取放送(高野)

【貯金種目】当座

アサガオの種詰めなどのボランティア

【口座番号】0060728

骨髄バンク意識調査アンケート 1,800 枚
献血並行ドナー登録会・休日登録会・説明会・説明員実地研修 9 件
イベント(骨髄バンク支援音楽隊など) 2 件
語りべ事業(丹後 11・高野 9) 20 件

＊連絡先
丹後まみこ 0254－44－8010
金子和子

0256－93－6121

高野 豊

0256－52－1113

http://inochinoasagao.com
日本骨髄バンクの現状 （平成 22 年 1 月末現在）
提供数

☆ご支援よろしくお願いいたします☆

ドナー登録数

移植数

患者登録数

全国

354,777

11,372

11,376

2,563

がやっと発行できる運びになりました。イベントのチャリ

新潟

9,640

170

223

23

ティーライブは、お子様も楽しめとっても楽しいことがい

編集後記 イベントの準備などに追われ、会報第 2 号

っぱいです。皆さんどうぞいらしてください。
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