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事務局だより

編集後記

●10月19日(日)の啓発イベントに向けて、少しずつ準備を始
めています。今回は若年層をターゲットにした内容を中心に
考えております。骨髄バンクや移植に関する基本的な知識や
現状、患者さんの移植後の状況についての講演、中高生も参
加してのディスカッションなどを計画中です。アトラクション
ではデンソーハートフルまつりでもお手伝いいただいた聖霊
高等学校の生徒さんにご出演いただく予定になっています。
若年層に骨髄バンクを知っていただき、私たちも生徒たちの
意見の中から何か学ぶことができるような機会にしたいと
思っています。今後ボランティアの皆様には当日お手伝いなど
お願いすることがあるかと思いますが、よろしくお願いいたし
ます。　　　　               　　　　　　　　　　　　榊原愛
●6月21日(土)、京都の醍醐寺・霊宝館にて全国骨髄バンク推
進連絡協議会主催「2014全国骨髄バンクボランティアの集い
in醍醐寺」が開催されました。世界文化遺産に登録されている
醍醐寺での開催ということあり全国から多くのボランティア、
関係者が集まりました。第一部の式典では醍醐寺座主でもあ
る沖田順和全国協議会会長の挨拶から始まり、その後来賓の
方々からお言葉をいただきました。地元ボランティアの紹介、

ご協力・ご貢献いただいた方々への感謝状の贈呈もありまし
た。第二部ではコンサート、医療講演会、トークショーなど多
彩な内容でした。終了後の交流会では全国の仲間と和気あい
あい。充実した一日を過ごすことができました。
　翌日22日(日)は2014年度通常総会、代表者会議が行われ
ました。通常総会については滞りなく会議が進行し各議案が
承認されました。代表者会議においては各団体の様子を知る
ことが出来ました。「全国のボランティアからいただくパ
ワーってすごい」っていつも思います。今年も充実した2日間
を過ごして名古屋に帰ってきました。　　　        　水谷久美

あいちの会

●事務局のお仕事は大変！
　会報初登場の榊原です。5月下旬から事務局としてお手伝い
をさせていただいておりますが、やることが本当に多くて「今ま
でこれをひとりでやってたの？！」と驚いています。会報の準備
や発送、書類の整理、イベントの準備などやることは山のよう
にあり忙しい日々ですが、このひとつひとつが患者さんの支援
になるのだと思うと毎日が充実していてとても楽しいです。事
務局の仕事を通じて今まで出会うことのなかった方 と々顔を合
わせる機会も増え、自分自身の今後の活動についても広がって
いきそうな可能性を感じています。皆さま今後ともよろしくお
願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　 榊原愛
●25年度が終了し、事業報告書作成・提出に向けて、多くの方
にご協力いただきました。
事務局の住所が変わり、法務局への届出などもすべて終了し
ました。あいちの会って本当にたくさんの方の協力で成り立っ
ているのだと改めて感じています。今回の会報作成にあたり、
榊原さんにもお手伝いいただき、予定通り発行できました。こ
の調子で次号からも頑張ります。　　　　　　　　水谷久美

あいち骨髄バンクを支援する会の活動は皆様の善意に支えられています。いただきましたご寄付は
骨髄バンクドナー登録の拡大のため、また血液難病の患者さんやそのご家族のお力になれますよう、
大切に使わせていただきます。ご支援ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。ご寄付のお願い

認定特定非営利活動法人
あいち骨髄バンクを支援する会

郵便振替口座
00890-0-76637

銀行口座
三菱東京UFJ銀行
金山支店　普通3654780

この会の趣旨に賛同し、継続的に
ご寄付をしていただける個人、
企業及び団体。

※企業及び団体
　　　　　 一口30,000円/年
※個人　　 一口10,000円/年　　　

 ボランティア会員
この会の趣旨に賛同し、運営や活動に直接関わっていただける方。
（会費無料）会報や活動報告、イベント案内、
骨髄バンクの情報などをお送り致します。

寄付受付 ボランティアについて
 賛助会員 一般寄付

あいち骨髄バンクを支援する会は、国税庁より「認定特定非営利活動法人（認
定NPO法人）」として認められました。 これにより、2011年2月16日より当
NPOにご寄付頂ける、個人・法人の皆様は寄付金控除等の税法上の優遇措置
を受けることができるようになりました。（所得税・法人税・相続税）

2014年5月17日(日)、あいちの会事務所にて、2014年度認定特定非営利活動法人あいち骨髄バンクを支援す
る会の通常総会が開催されました。多くの方々のご協力のもと、2013年度も無事終えることが出来ましたこと、
ボランティア一同心より感謝申し上げます。
6月末現在、骨髄バンクドナー登録者数は446,507名となり、増加傾向にあります。しかし、愛知県内において

は毎月の登録者数より減少数の方が上回っている状況が長く続いています。この現実を深刻に受け止め、今後の
活動を改めて見直していかないといけないと思っています。若年層への啓発、併行型登録会会場の見直しなど行
政、日赤とともに一人でも多くの方にご協力いただけるよう頑張って参ります。
また、既に皆様にはお知らせしていますが、今年度より長年続けてきた患者家族のための宿泊施設「はなのき

ハウス」の運営を休止することになりました。今後は、さらに患者さんやご家族のお力になれるよう、医療講演
会、医療相談会、患者会などの開催を積極的に行っていきたいと考えています。患者さんやご家族に寄り添い、
発病から移植後・治療後のQOLまでのご支援、また心のケアも積極的に続けていきたいと思っています。
今後も一人でも多くの患者さんやご家族の笑顔と出会えることを願い活動を続けてまいります。どうぞよろしく

お願い申しあげます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  あいちの会　一同

平成26年度より犬山市は骨髄提供、末梢血幹細胞提供者に助成金を交付
する「骨髄移植ドナー支援事業」を開始しました。提供時の負担を軽減する
ために全国各地で広がっている制度です。犬山市においては犬山市に住所が
ある方で、入院及び通院に必要な日数で１日2万円(上限14万円)を交付されま
す。全国でこうした制度がもうけられている自治体は３６ヶ所。企業内でのド
ナー休暇制度と同様、提供しやすい環境づくりが構築されていくとよいです。

新たな気持ちでスタート

愛知県内で初の試み －愛知県犬山市－

今後の予定
8月3日(日)  スタッフ・ボランティアミーティング
  (会場:金山献血ルーム会議室)
8月11日(月)  イエローレシートキャンペーン
  (会場:イオン熱田店)
8月13日(水),14(木),15日(金)
  献血併行型ドナー登録会(会場:愛知県庁西庁舎1階)
8月25日(月)  献血併行型ドナー登録会
  (会場:豊山町役場)
8月26日(火)  献血併行型ドナー登録会
  説明会・講演会
  (会場:西尾市看護専門学校)
9月13日(土)  骨髄バンク推進全国大会in福島
  (会場:福島テルサ)
10月19日(日) あいちの会主催イベント
  (会場:名古屋市北文化小劇場)

全国のボランティア「集合 !!!」

犬山市役所にて意見交換会。

お茶やお菓子をいただきながら和気あいあい。

はなのきだより
4月20日(日)、夢茶やにて患者会「女子会」を開催しました。今回で

3回目を迎えた女子ばかりの患者会ですが、前回と同様6時間、途切
れることなくおしゃべりが続きました。
移植後数年経過した患者さんから、数ヶ月の患者さんが集まり、泣

いたり笑ったり。患者さんの抱える問題は解決されることがないのだ
と改めて感じました。解決されない問題とどう向き合って毎日を暮して
いくか・・・。女子会のような場で話したり聴いたりすることにより前向
きになれるのではあればと考えています。
名古屋第一赤十字病院、移植コーディネーターの武田みずほさんは

今回も参加。三重県の看護師さんも初参加して下さいました。患者さんたちの生の声を聴いていただくことが出来
ました。「あたたかい会で私が癒されました。支えあって移植後を過ごしているんですね。感動しました。素晴らし
い会ですね。参加させていただきありがとうございました」とのメールをいただきました。今後は三河地区での開催
も考えています。現在、開催場所を探しています。患者さんのお力になれますよう今後も頑張ります。応援よろしくお
願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　 　　　　　　　　　　　　　 水谷久美

－患者会「女子会」－

ヤフーカレンダー●月

http://calendar.yahoo.co.jp/npo_hananoki

予定は順次入ってきますので、最新情報はYahooカレンダーで
確認して下さい。※時間など詳細は事務局へお問い合わせ下さい。
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寄付者名簿 順不同・敬称略平成26年4月～平成26年6月
～多くの方のご協力に深く感謝申し上げます～

あいちの会 あいちの会

平成26年4月～平成26年6月

平成26年4月～平成26年7月15日活動報告

平成25年４月分

５月分

トゥール・モンド

岡崎市立甲山中学校

東海ろうきんNPO寄付システム

安達秀次

小栗利朗

内藤千敬

鳥居晴彦

志知由紀子

浅野純子

遠藤脩子

佐古田瑞夫

東海ろうきんNPO寄付システム

¥200,000
¥30,000
¥18,600
¥3,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥20,000
¥18,100

平成25年5月分

６月分

匿名

岡田春枝

鵜飼孝一

鈴木敏生

釘貫亨

チャリティーウォーカソン募金箱

東海ろうきんNPO寄付システム

山田重子

棚橋恵子

安達秀次

伊藤玲子

三上折朗

¥9,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥30,000
¥1,388
¥18,200
¥10,000
¥10,000
¥3,000

¥500,000
¥14,812

〈  〉内は登録人数

マンスリーレポートから H26.7.15  http://www.jmdp.or.jp/data/

6月
8愛知県

累計
27,229

問合・照会件数
6月
45

減少数
47

累計
19,433

データセンター登録数
患者居住地
1,008

移植数
1,539

提供者居住地
1,097

採取数
1,386

(移植例数　17,075例、採取数　17,083例）

■6月の年齢別ドナー登録者数（現在数）
　10代　     3,156人　　20代　  72,108人
　30代　149,354人　　40代　176,079人
　50代　  45,810人
■6月の20歳未満の登録者数　 287人
注）平成24年7月より集計方法が変わりました

※採取されたものの移植に至らなかった7例と翌月に移植予定の1例が含まれていますので、移植数と採取数は一致しません

■6月の区分別ドナー登録者数：献血ルーム/ 653 人、献血併行型集団登録会/1,214 人、集団登録会/0 人、 その他/51 人

日本骨髄バンクの現状(平成26年6月末現在）

ドナー登録者数

患者登録者数

移植例数

5月

2,315

240

102

6月

1,918

264

133

現在数

446,507

2,584

-

累計数

615,362

42,175

17,075

６月２日、３日、５日の３日間、小島プレス工業(株)にて献血併行型ドナー登録会が開催されまし
た。６月３日（火）の小島プレス工業㈱本社の登録会に参加しました。毎年献血と登録会を開催して
いただき、ドナー休暇制度も導入してくださっている、骨髄バンクへの理解が深い企業ですが、今
年もたくさんの方々が登録にいらしてくださいました。時期的に新入社員研修と重なっていたよう
で、若い方が多かったのが印象的でした。
骨髄バンクの課題でもある「若い世代への啓発」という点でも、意義の大きい登録会だったよう
に思います。説明を受けてくださった方6名。うち登録者4名。説明だけだったお二人も入社されたば
かりの若い方でしたので、今後につながってくれるといいなと思います。　　　　　　　  内藤千敬

－小島プレス工業(株)－

ドナー登録会報告

※26 年度より賛助会費をお納めいただい方も寄付者名簿に掲載させていただいています。

５月１８日(日)、愛・地球博記念公園　地球市民交流セン
ターで開催された「第23回　ウォーカソン」にて、普及広報
活動をしてきました。私自身は、今回でこのイベントに３年連
続で参加しますが、今年は天候にも恵まれて来場者も多かっ
たように感じました。キティちゃんティッシュなどの配布や骨
髄バンククイズを行ったりして、若い世代の方々への広報に
できるかぎり配意しました。また今回から、このチャリティイ
ベントの収益金から寄付をいただいている団体のうち、数団
体が「メインステージ」にて活動についてアピールさせてい
ただく時間がありました。あいちの会もアピールさせていた

だき、事務局からはこのイベントからの寄付により会活動が
支えられていることのお礼を申し上げました。移植経験者の
私からは、骨髄バンク・骨髄バンクボランティアに加えて、そ
の活動を寄付という形で支えていただいている、このイベン
トの参加者の方々への感謝の気持ちをお伝えしました。今回
は移植後３年となる記念にモリコロパーク内を３周歩いたこ
とにより３個のリストバントをいただいたので、それを掲げて
来年は６周歩きますと宣言してしまいました。その時の皆さ
んの励ましのリアクションに、チャリティイベントの神髄を垣
間見ました。　　　　　　　　　　　　　　　  中山武彦

今年も歩きました

恒例の企業内登録会

－国際チャリティ・フェスティバル－

●普及啓発活動
4.26
5.18
7.6

イエローレシートキャンペーン活動
チャリティーイベント・第23回ウォーカソン
デンソーグループハートフルまつり2014

イオン熱田店
愛・地球博記念公園 地球市民交流センター
デンソー本社5号館イベントホール

●ボランティアミーティング
4.6
6.8

スタッフ・ボランティアミーティング
ボランティアミーティング

夢茶や
夢茶や

4.20
5.12
5.14
5.24

六ツ美市民センター
豊橋准看護学校
豊橋駅南口駅前広場
豊川市総合体育館

〈4〉
〈8〉
〈10〉
〈2〉

5.24
5.25
6.2

パークアリーナ小牧
パークアリーナ小牧
小島プレス工業㈱高岡工場

〈1〉
〈3〉
〈1〉

6.3
6.5
6.8

小島プレス工業㈱本社
小島プレス工業㈱黒笹技術センター
豊川市総合体育館

〈4〉
〈2〉
〈5〉

●総会・理事会
5.17 2014年度通常総会・理事会 あいちの会事務所

● 贈呈式
4.26 イエローレシート贈呈式 イオン熱田店

●講演会・勉強会等
4.16
4.25
5.1

ドナー登録、説明会・講演会
ドナー登録、説明会・講演会
ドナー登録、説明会・講演会

東海医療技術専門学校
愛知医科大学看護学部
豊橋准看護学校・豊橋歯科衛生士専門学校

●会議・打合せ
4.27
5.20
6.17
6.17
6.24

ボラみみ事務所
小島プレス工業（株）労働組合
(株)デンソー本社
県庁自治センター
聖霊高等学校

ボラみみ理事会
小島プレス工業（株）　登録会打合せ
デンソーハートフルまつり打合せ
愛知県・愛知県赤十字血液センター打合せ
10月イベント打合せ

●財団、全国協議会、関連団体
6.21
6.22

2014全国骨髄バンクボランティアの集いin醍醐寺
全国協議会 通常総会・代表者会議

京都・醍醐寺
京都・醍醐寺

●その他
4.3
4.20
4.30

意見交換会(公明新聞取材)
患者会「女子会」
会報発送作業

犬山市役所
夢茶や
あいちの会事務所 真剣に説明を聞いてくださいました。

フィナーレはみんなで「ツナガル」

高校生も一生懸命、啓発活動。

７月６日(日)、「デンソーグループハートフルまつり2014」での骨髄バンクの
普及・啓発活動に参加しました。今年のこのイベントのテーマは「ツナガ
ル」。患者さんとドナーさんは、究極の「ツナガリ」といえるでしょう。今回、
聖霊高等学校の生徒さんにお手伝いしていただいたことで、新たに「ツナガ
ル」ことができました。お手伝い、ありがとうございました。皆さんの笑顔、ス
テキでした。個人的には、つい先日、ブログで知り会ったドナー経験者の方と
実際にお会いすることができ、話しがはずんで、「ツナガル」ことができまし
た。この方の骨髄バンクへの思い、移植を必要とする患者さんへの熱い思
い、心を打たれました。また、昨年のこのイベントに、一時退院中の患者さん
を案内し、彼女は会場の皆さんの温かい雰囲気・笑顔の数々に元気をもらっ
て病院に戻りました。そして、今年、彼女は奇跡の回復を遂げ、再び、会場の
皆さんと「ツナガル」ことができました。このような、多くの「ツナガリ」の場
を設けていただき、感謝いたします。　　　　　　　　　　　 　中山武彦

お手伝いいただいた生徒さんから後日いただいた感想では『今回
のボランティア活動を通じて初めて骨髄バンクのことを知りました。
事前に少し学習していきましたが、活動の中でもっと沢山の人に骨
髄バンクのことを知ってほしいと感じました。実際に骨髄移植を経
験した患者さんや骨髄提供をされたドナーさんとお話ができたこと
はとても良い経験になりました。この機会で学んだことを忘れずに、
今後また骨髄バンクに関わる機会があれば生かしていきたいで
す。』と力強い言葉をいただきました。ご協力いただき、ありがとうご
ざいました。　　　　　　　　　　　　　　　　 事務局　榊原愛

多くの方とつながりました。　－デンソー本社５号館イベントホール－
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寄付者名簿 順不同・敬称略平成26年4月～平成26年6月
～多くの方のご協力に深く感謝申し上げます～

あいちの会 あいちの会

平成26年4月～平成26年6月

平成26年4月～平成26年7月15日活動報告

平成25年４月分

５月分

トゥール・モンド

岡崎市立甲山中学校

東海ろうきんNPO寄付システム

安達秀次

小栗利朗

内藤千敬

鳥居晴彦

志知由紀子

浅野純子

遠藤脩子

佐古田瑞夫

東海ろうきんNPO寄付システム

¥200,000
¥30,000
¥18,600
¥3,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥20,000
¥18,100

平成25年5月分

６月分

匿名

岡田春枝

鵜飼孝一

鈴木敏生

釘貫亨

チャリティーウォーカソン募金箱

東海ろうきんNPO寄付システム

山田重子

棚橋恵子

安達秀次

伊藤玲子

三上折朗

¥9,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥30,000
¥1,388
¥18,200
¥10,000
¥10,000
¥3,000

¥500,000
¥14,812

〈  〉内は登録人数

マンスリーレポートから H26.7.15  http://www.jmdp.or.jp/data/

6月
8愛知県

累計
27,229

問合・照会件数
6月
45

減少数
47

累計
19,433

データセンター登録数
患者居住地
1,008

移植数
1,539

提供者居住地
1,097

採取数
1,386

(移植例数　17,075例、採取数　17,083例）

■6月の年齢別ドナー登録者数（現在数）
　10代　     3,156人　　20代　  72,108人
　30代　149,354人　　40代　176,079人
　50代　  45,810人
■6月の20歳未満の登録者数　 287人
注）平成24年7月より集計方法が変わりました

※採取されたものの移植に至らなかった7例と翌月に移植予定の1例が含まれていますので、移植数と採取数は一致しません

■6月の区分別ドナー登録者数：献血ルーム/ 653 人、献血併行型集団登録会/1,214 人、集団登録会/0 人、 その他/51 人

日本骨髄バンクの現状(平成26年6月末現在）

ドナー登録者数

患者登録者数

移植例数

5月

2,315

240

102

6月

1,918

264

133

現在数

446,507

2,584

-

累計数

615,362

42,175

17,075

６月２日、３日、５日の３日間、小島プレス工業(株)にて献血併行型ドナー登録会が開催されまし
た。６月３日（火）の小島プレス工業㈱本社の登録会に参加しました。毎年献血と登録会を開催して
いただき、ドナー休暇制度も導入してくださっている、骨髄バンクへの理解が深い企業ですが、今
年もたくさんの方々が登録にいらしてくださいました。時期的に新入社員研修と重なっていたよう
で、若い方が多かったのが印象的でした。
骨髄バンクの課題でもある「若い世代への啓発」という点でも、意義の大きい登録会だったよう
に思います。説明を受けてくださった方6名。うち登録者4名。説明だけだったお二人も入社されたば
かりの若い方でしたので、今後につながってくれるといいなと思います。　　　　　　　  内藤千敬

－小島プレス工業(株)－

ドナー登録会報告

※26 年度より賛助会費をお納めいただい方も寄付者名簿に掲載させていただいています。

５月１８日(日)、愛・地球博記念公園　地球市民交流セン
ターで開催された「第23回　ウォーカソン」にて、普及広報
活動をしてきました。私自身は、今回でこのイベントに３年連
続で参加しますが、今年は天候にも恵まれて来場者も多かっ
たように感じました。キティちゃんティッシュなどの配布や骨
髄バンククイズを行ったりして、若い世代の方々への広報に
できるかぎり配意しました。また今回から、このチャリティイ
ベントの収益金から寄付をいただいている団体のうち、数団
体が「メインステージ」にて活動についてアピールさせてい
ただく時間がありました。あいちの会もアピールさせていた

だき、事務局からはこのイベントからの寄付により会活動が
支えられていることのお礼を申し上げました。移植経験者の
私からは、骨髄バンク・骨髄バンクボランティアに加えて、そ
の活動を寄付という形で支えていただいている、このイベン
トの参加者の方々への感謝の気持ちをお伝えしました。今回
は移植後３年となる記念にモリコロパーク内を３周歩いたこ
とにより３個のリストバントをいただいたので、それを掲げて
来年は６周歩きますと宣言してしまいました。その時の皆さ
んの励ましのリアクションに、チャリティイベントの神髄を垣
間見ました。　　　　　　　　　　　　　　　  中山武彦

今年も歩きました

恒例の企業内登録会

－国際チャリティ・フェスティバル－

●普及啓発活動
4.26
5.18
7.6

イエローレシートキャンペーン活動
チャリティーイベント・第23回ウォーカソン
デンソーグループハートフルまつり2014

イオン熱田店
愛・地球博記念公園 地球市民交流センター
デンソー本社5号館イベントホール

●ボランティアミーティング
4.6
6.8

スタッフ・ボランティアミーティング
ボランティアミーティング

夢茶や
夢茶や

4.20
5.12
5.14
5.24

六ツ美市民センター
豊橋准看護学校
豊橋駅南口駅前広場
豊川市総合体育館

〈4〉
〈8〉
〈10〉
〈2〉

5.24
5.25
6.2

パークアリーナ小牧
パークアリーナ小牧
小島プレス工業㈱高岡工場

〈1〉
〈3〉
〈1〉

6.3
6.5
6.8

小島プレス工業㈱本社
小島プレス工業㈱黒笹技術センター
豊川市総合体育館

〈4〉
〈2〉
〈5〉

●総会・理事会
5.17 2014年度通常総会・理事会 あいちの会事務所

● 贈呈式
4.26 イエローレシート贈呈式 イオン熱田店

●講演会・勉強会等
4.16
4.25
5.1

ドナー登録、説明会・講演会
ドナー登録、説明会・講演会
ドナー登録、説明会・講演会

東海医療技術専門学校
愛知医科大学看護学部
豊橋准看護学校・豊橋歯科衛生士専門学校

●会議・打合せ
4.27
5.20
6.17
6.17
6.24

ボラみみ事務所
小島プレス工業（株）労働組合
(株)デンソー本社
県庁自治センター
聖霊高等学校

ボラみみ理事会
小島プレス工業（株）　登録会打合せ
デンソーハートフルまつり打合せ
愛知県・愛知県赤十字血液センター打合せ
10月イベント打合せ

●財団、全国協議会、関連団体
6.21
6.22

2014全国骨髄バンクボランティアの集いin醍醐寺
全国協議会 通常総会・代表者会議

京都・醍醐寺
京都・醍醐寺

●その他
4.3
4.20
4.30

意見交換会(公明新聞取材)
患者会「女子会」
会報発送作業

犬山市役所
夢茶や
あいちの会事務所 真剣に説明を聞いてくださいました。

フィナーレはみんなで「ツナガル」

高校生も一生懸命、啓発活動。

７月６日(日)、「デンソーグループハートフルまつり2014」での骨髄バンクの
普及・啓発活動に参加しました。今年のこのイベントのテーマは「ツナガ
ル」。患者さんとドナーさんは、究極の「ツナガリ」といえるでしょう。今回、
聖霊高等学校の生徒さんにお手伝いしていただいたことで、新たに「ツナガ
ル」ことができました。お手伝い、ありがとうございました。皆さんの笑顔、ス
テキでした。個人的には、つい先日、ブログで知り会ったドナー経験者の方と
実際にお会いすることができ、話しがはずんで、「ツナガル」ことができまし
た。この方の骨髄バンクへの思い、移植を必要とする患者さんへの熱い思
い、心を打たれました。また、昨年のこのイベントに、一時退院中の患者さん
を案内し、彼女は会場の皆さんの温かい雰囲気・笑顔の数々に元気をもらっ
て病院に戻りました。そして、今年、彼女は奇跡の回復を遂げ、再び、会場の
皆さんと「ツナガル」ことができました。このような、多くの「ツナガリ」の場
を設けていただき、感謝いたします。　　　　　　　　　　　 　中山武彦

お手伝いいただいた生徒さんから後日いただいた感想では『今回
のボランティア活動を通じて初めて骨髄バンクのことを知りました。
事前に少し学習していきましたが、活動の中でもっと沢山の人に骨
髄バンクのことを知ってほしいと感じました。実際に骨髄移植を経
験した患者さんや骨髄提供をされたドナーさんとお話ができたこと
はとても良い経験になりました。この機会で学んだことを忘れずに、
今後また骨髄バンクに関わる機会があれば生かしていきたいで
す。』と力強い言葉をいただきました。ご協力いただき、ありがとうご
ざいました。　　　　　　　　　　　　　　　　 事務局　榊原愛

多くの方とつながりました。　－デンソー本社５号館イベントホール－
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事務局だより

編集後記

●10月19日(日)の啓発イベントに向けて、少しずつ準備を始
めています。今回は若年層をターゲットにした内容を中心に
考えております。骨髄バンクや移植に関する基本的な知識や
現状、患者さんの移植後の状況についての講演、中高生も参
加してのディスカッションなどを計画中です。アトラクション
ではデンソーハートフルまつりでもお手伝いいただいた聖霊
高等学校の生徒さんにご出演いただく予定になっています。
若年層に骨髄バンクを知っていただき、私たちも生徒たちの
意見の中から何か学ぶことができるような機会にしたいと
思っています。今後ボランティアの皆様には当日お手伝いなど
お願いすることがあるかと思いますが、よろしくお願いいたし
ます。　　　　               　　　　　　　　　　　　榊原愛
●6月21日(土)、京都の醍醐寺・霊宝館にて全国骨髄バンク推
進連絡協議会主催「2014全国骨髄バンクボランティアの集い
in醍醐寺」が開催されました。世界文化遺産に登録されている
醍醐寺での開催ということあり全国から多くのボランティア、
関係者が集まりました。第一部の式典では醍醐寺座主でもあ
る沖田順和全国協議会会長の挨拶から始まり、その後来賓の
方々からお言葉をいただきました。地元ボランティアの紹介、

ご協力・ご貢献いただいた方々への感謝状の贈呈もありまし
た。第二部ではコンサート、医療講演会、トークショーなど多
彩な内容でした。終了後の交流会では全国の仲間と和気あい
あい。充実した一日を過ごすことができました。
　翌日22日(日)は2014年度通常総会、代表者会議が行われ
ました。通常総会については滞りなく会議が進行し各議案が
承認されました。代表者会議においては各団体の様子を知る
ことが出来ました。「全国のボランティアからいただくパ
ワーってすごい」っていつも思います。今年も充実した2日間
を過ごして名古屋に帰ってきました。　　　        　水谷久美

あいちの会

●事務局のお仕事は大変！
　会報初登場の榊原です。5月下旬から事務局としてお手伝い
をさせていただいておりますが、やることが本当に多くて「今ま
でこれをひとりでやってたの？！」と驚いています。会報の準備
や発送、書類の整理、イベントの準備などやることは山のよう
にあり忙しい日々ですが、このひとつひとつが患者さんの支援
になるのだと思うと毎日が充実していてとても楽しいです。事
務局の仕事を通じて今まで出会うことのなかった方 と々顔を合
わせる機会も増え、自分自身の今後の活動についても広がって
いきそうな可能性を感じています。皆さま今後ともよろしくお
願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　 榊原愛
●25年度が終了し、事業報告書作成・提出に向けて、多くの方
にご協力いただきました。
事務局の住所が変わり、法務局への届出などもすべて終了し
ました。あいちの会って本当にたくさんの方の協力で成り立っ
ているのだと改めて感じています。今回の会報作成にあたり、
榊原さんにもお手伝いいただき、予定通り発行できました。こ
の調子で次号からも頑張ります。　　　　　　　　水谷久美

あいち骨髄バンクを支援する会の活動は皆様の善意に支えられています。いただきましたご寄付は
骨髄バンクドナー登録の拡大のため、また血液難病の患者さんやそのご家族のお力になれますよう、
大切に使わせていただきます。ご支援ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。ご寄付のお願い

認定特定非営利活動法人
あいち骨髄バンクを支援する会

郵便振替口座
00890-0-76637

銀行口座
三菱東京UFJ銀行
金山支店　普通3654780

この会の趣旨に賛同し、継続的に
ご寄付をしていただける個人、
企業及び団体。

※企業及び団体
　　　　　 一口30,000円/年
※個人　　 一口10,000円/年　　　

 ボランティア会員
この会の趣旨に賛同し、運営や活動に直接関わっていただける方。
（会費無料）会報や活動報告、イベント案内、
骨髄バンクの情報などをお送り致します。

寄付受付 ボランティアについて
 賛助会員 一般寄付

あいち骨髄バンクを支援する会は、国税庁より「認定特定非営利活動法人（認
定NPO法人）」として認められました。 これにより、2011年2月16日より当
NPOにご寄付頂ける、個人・法人の皆様は寄付金控除等の税法上の優遇措置
を受けることができるようになりました。（所得税・法人税・相続税）

2014年5月17日(日)、あいちの会事務所にて、2014年度認定特定非営利活動法人あいち骨髄バンクを支援す
る会の通常総会が開催されました。多くの方々のご協力のもと、2013年度も無事終えることが出来ましたこと、
ボランティア一同心より感謝申し上げます。
6月末現在、骨髄バンクドナー登録者数は446,507名となり、増加傾向にあります。しかし、愛知県内において

は毎月の登録者数より減少数の方が上回っている状況が長く続いています。この現実を深刻に受け止め、今後の
活動を改めて見直していかないといけないと思っています。若年層への啓発、併行型登録会会場の見直しなど行
政、日赤とともに一人でも多くの方にご協力いただけるよう頑張って参ります。
また、既に皆様にはお知らせしていますが、今年度より長年続けてきた患者家族のための宿泊施設「はなのき

ハウス」の運営を休止することになりました。今後は、さらに患者さんやご家族のお力になれるよう、医療講演
会、医療相談会、患者会などの開催を積極的に行っていきたいと考えています。患者さんやご家族に寄り添い、
発病から移植後・治療後のQOLまでのご支援、また心のケアも積極的に続けていきたいと思っています。
今後も一人でも多くの患者さんやご家族の笑顔と出会えることを願い活動を続けてまいります。どうぞよろしく

お願い申しあげます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  あいちの会　一同

平成26年度より犬山市は骨髄提供、末梢血幹細胞提供者に助成金を交付
する「骨髄移植ドナー支援事業」を開始しました。提供時の負担を軽減する
ために全国各地で広がっている制度です。犬山市においては犬山市に住所が
ある方で、入院及び通院に必要な日数で１日2万円(上限14万円)を交付されま
す。全国でこうした制度がもうけられている自治体は３６ヶ所。企業内でのド
ナー休暇制度と同様、提供しやすい環境づくりが構築されていくとよいです。

新たな気持ちでスタート

愛知県内で初の試み －愛知県犬山市－

今後の予定
8月3日(日)  スタッフ・ボランティアミーティング
  (会場:金山献血ルーム会議室)
8月11日(月)  イエローレシートキャンペーン
  (会場:イオン熱田店)
8月13日(水),14(木),15日(金)
  献血併行型ドナー登録会(会場:愛知県庁西庁舎1階)
8月25日(月)  献血併行型ドナー登録会
  (会場:豊山町役場)
8月26日(火)  献血併行型ドナー登録会
  説明会・講演会
  (会場:西尾市看護専門学校)
9月13日(土)  骨髄バンク推進全国大会in福島
  (会場:福島テルサ)
10月19日(日) あいちの会主催イベント
  (会場:名古屋市北文化小劇場)

全国のボランティア「集合 !!!」

犬山市役所にて意見交換会。

お茶やお菓子をいただきながら和気あいあい。

はなのきだより
4月20日(日)、夢茶やにて患者会「女子会」を開催しました。今回で

3回目を迎えた女子ばかりの患者会ですが、前回と同様6時間、途切
れることなくおしゃべりが続きました。
移植後数年経過した患者さんから、数ヶ月の患者さんが集まり、泣

いたり笑ったり。患者さんの抱える問題は解決されることがないのだ
と改めて感じました。解決されない問題とどう向き合って毎日を暮して
いくか・・・。女子会のような場で話したり聴いたりすることにより前向
きになれるのではあればと考えています。
名古屋第一赤十字病院、移植コーディネーターの武田みずほさんは

今回も参加。三重県の看護師さんも初参加して下さいました。患者さんたちの生の声を聴いていただくことが出来
ました。「あたたかい会で私が癒されました。支えあって移植後を過ごしているんですね。感動しました。素晴らし
い会ですね。参加させていただきありがとうございました」とのメールをいただきました。今後は三河地区での開催
も考えています。現在、開催場所を探しています。患者さんのお力になれますよう今後も頑張ります。応援よろしくお
願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　 　　　　　　　　　　　　　 水谷久美

－患者会「女子会」－

ヤフーカレンダー●月

http://calendar.yahoo.co.jp/npo_hananoki

予定は順次入ってきますので、最新情報はYahooカレンダーで
確認して下さい。※時間など詳細は事務局へお問い合わせ下さい。


