
ＶＯＬ．１56 
2020年 3月 31日発行 

 

         題字：慈雲老大師（円覚寺派前管長） 

 

■編集･発行／神奈川骨髄移植を考える会（略称：BMT 神奈川） 

〒254-0042 神奈川県平塚市明石町 24-25-309 黒部設計事務所内  発行責任者／村上忠雄 

TEL:090-4713-7300 FAX :0463-25-1383 https://www.bmtkanagawa.com/  E-mail:bmtnoniji@yahoo.co.jp 

■日本骨髄バンク http://www.jmdp.or.jp  ■全国骨髄バンク推進連絡協議会  http://www.marrow.or.jp 

  

1 

       

                                                                                                               

《神奈川ボランタリー活動推進基金 21 協働事業負担対象事業》        

～ 骨髄バンク推進 ～ 

   クリスマスコンサート  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 22 日(日)、気温は 10 度を下回り午後から冷たい

雨が降るあいにくの空模様の中、横浜の一角はとても熱

く盛り上がりました。当会初の企画「骨髄バンク推進ク

リスマスコンサート」が横浜駅東口そごう新都市プラザ

で開催され、私は MC(司会進行)を担当しました。コン

サートのサブタイトルを「～あなたの勇気が命を救う～

イングリッシュハンドベルとゴスペルの響きに乗せて」

と題した、骨髄ドナー登録普及啓発推進活動と音楽のコ

ラボレーションです。 

冒頭に会の活動内容を紹介し、贈り物の季節でもある

クリスマスにちなみ、移植治療を「命の贈り物」に例え

て、「命と一緒に、出会いや希望、たくさんの未来を患

者さんに届けられること」、そのためには「一人でも多

くのドナー登録が必要なこと」などをお話させていただ

きました。 

さて、お楽しみのクリスマスコンサートは、スウィン

グベルズ、クローバーベルフレンズ、のイングリッシュ

ハンドベル 2 チームと、ゴスペルグループ BBB シンガ

ーズに交互に出演していただきました。みなさん、横浜

で活動されている素晴らしいチームです。 

イングリッシュハンドベルの響きは、正にクリスマス

にピッタリ!「ジングルベル」や「赤鼻のトナカイ」な

ど、お馴染みのクリスマスソングの演奏が始まると、あ

っという間に大きな人だかりが出来ました。曲に合わせ

て歌を口ずさんだり手拍子をしたり、体を動かすお子さ

んの姿も。曲が終わるたびに大きな拍手が沸き起こりま

した。次のゴスペルチームをご紹介する際に「ゴスペル

と言えば映画『天使にラブソングを』が大好きです」と

お話しました。１曲目は映画で有名になった「Hail 

Holy Queen」でした。その力強い歌声と温かいハーモ

ニーには皆とても元気をいただきました。イングリッシ

ュハンドベルの清らかな音色とゴスペルのパワフルさ

が、寒い中、足を止めてくださった多くのかたの心に沁

みる素敵なクリスマスプレゼントになっていれば幸い

です。音楽を通じて、私たちの活動を応援してくださっ

た演者さん、ご来場いただいた皆様に感謝すると共に、

この活動が、移植を待っている患者さんの大きな希望へ

の架け橋になることを心から願っています。（岩瀬） 

 

 
 

 

 

あとで  

12 月 23 日  

神奈川新聞  
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ススウウィィンンググベベルルズズのの皆皆様様かかららのの感感想想   

 

 
 

今回ハンドベルの演奏をすることになったのは、骨髄

移植を経験した娘を持つハンドベルメンバーが、何か恩

返しをしたいという思いからでした。コンサートはたく

さんの方の協力のもと実現しました。当日はこの冬一番

の寒さでしたが、多くの方々に集まって頂きました。 

「皆さんの心に届くように！」と願いを込め演奏し、終

わる頃には心が温かくなりました。このイベントに参加

することで少しでも骨髄バンクに貢献できたのなら、メ

ンバー一同嬉しい限りです。 

   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

ククロローーババーーベベルルフフレレンンズズのの皆皆様様かかららのの感感想想  

 

 
 

イングリッシュ・ハンドベルの一番似合うクリスマス

に、演奏する機会をいただき感謝しております。天候が

すぐれない中、不安もありましたが、いざ演奏が始まる

と多くの方達が足を止めて、馴染みのあるクリスマス曲

に耳を傾け、大きな拍手をいただきました。間近で聴い

てくださる方々の笑顔に出会えることが、私達の何より

の喜びです。骨髄バンク推進に少しでもお役に立てたの

ならば、嬉しく思います。     

 

 

ＢＢＢＢＢＢシシンンガガーーズズのの皆皆様様かかららのの感感想想  

 

 
 

クリスマスコンサート～あなたの勇気がいのちを救

う～に参加させて頂きました。屋外で歌うのは初めての

ことで、足を止めて頂けるのかと少し不安でしたが、い

ざ始まってみれば、大勢の皆さんが素敵な笑顔で聞いて

くださり、また、一緒に口ずさんで下さる方もいて、本

当に嬉しかったです。音楽が、そこに居る人すべてを繋

げてくれることを体感しました。これを機に、今後も歌

声と共に何かのお役に立てたらと想いを新たにいたし

ました。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

コンサートを聴いている方に声掛けして、ドナー登録

について８名の方に説明しました。希望された４名を近

くにある横浜駅東口献血ルームへご案内しました。 

 

 

 

          

 

 

 

 

かながわボランタリー活動推進基金 21 の支援を受けて

開催しました。 
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大磯ウインドアンサンブル  

クリスマスチャリティーコンサートで挨拶  

 

12 月８日、今年も大磯ウインドアンサンブルがクリス

マスチャリティーコンサートに呼んでくださいました。 

 

 風は少し冷たかったの

ですが、丹沢の山々が近く

に見える快晴で開場時間

前からお客さんが行列を

作る盛況でした。 

20 年に渡る変わらぬチ

ャリティーコンサートは

私たちにとって大きな支

えとなっています。今回は

プログラムにＢＭＴ神奈

川のコメントを掲載して

いただいただけでなく、舞

台からの挨拶をさせてい

ただきました。１曲目と２

曲目の間ということでしたので、楽器がさめないよう、

リードが乾かないようにと短めに骨髄移植と骨髄バン

クの必要性をお話させていただきました。 

休憩時間に私たちの所に来られた 50 代の男性が、友

人が白血病になって骨髄移植をしたがその後肺炎で亡

くなったお話をされ、これからの人のために頑張ってく

ださいと寄付をしてくださいました。いつも寄付してく

ださる方に「ありがとうございます」と決まったお礼の

言葉を言っていますが、いただいている寄付それぞれに

思いが篭っているのだと再確認したコンサートでした。

（黒部） 

 

 

 

 

 
秦野カルチャーホールにて 

第 12 回  患者サロン開催  

 

12 月 8 日の日曜、桜木町の横浜市社会福祉センターに

て第 12 回患者サロンを開催しました。「専門家に聞く

正しい皮膚ケアの方法」をテーマに、お招きしたのは「リ

ボンズケア umi(うみ)」を主宰されている竹内裕美先生。

放射線、抗がん剤治療後の患者さんにとって、老若男女

問わず皮膚ケアはとても大切。ソシオエステティシャン

の竹内先生は、サロンを運営しながら、病院、福祉施設

等でがん患者さんの心身両方に寄り添う活動を長く続

けていらっしゃるので、皮膚の構造やケアの方法など実

演を交えて教えていただきました。先生の明るい語り口

に会場は笑いに包まれ、和やかムードで終了。私が特に

印象に残ったのは「干し椎茸に水分を加えるとみずみず

しくなる」例と、「受精卵が細胞分裂する際、脳と皮膚

は同じルーツを持つ」というもの。皮膚は「第 3 の脳」

と言われ会話のできる臓器とのこと、お取り扱いは要配

慮ですよ～みなさま。（原子） 

 

三興製鋼株式会社にて  

   献血併行型登録会開催  

 

私の移植体験を聞いた三興製鋼株式会社の方から「会

社で献血併行型ドナー登録会をしませんか？」とお声を

掛けていただき、半年後に２回の登録会が実現しました。 

１月 17 日、受付には事前に配布した記入済みの登録

用紙をお持ちの方が続きました。社長がご挨拶に来られ

て「今後も、私達がお力になれることがあれば」との温

かい言葉をかけてくださいました。胸が熱くなると同時

に、お願いできることは何だろうと、新たな課題が私の

中に深く残りました。午前中のみの登録会でしたが、会

社の業務に出来る限りご負担をかけずに、また日本赤十

字社にも迷惑をかけずに登録会が実施され、献血者の半

数以上の方（説明 13 名、登録 13 名）がドナー登録を

してくださいました。また、２回目の２月３日でも５名

に説明し５名に登録していただきました。 

三興製鋼株式会社の社員の皆様、今回登録会を開催し

てくださり、事前準備から当日終了まで奔走してくださ

った総務部の平井様、ご理解いただいた鈴木社長に感謝

するとともに、このパターンをモデルとして頑張ってい

こうと大きなパワーをいただきました。（小石川） 
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小田原白梅ライオンズクラブ主催による 

骨髄移植に関するセミナ－の開催 

1 月 24 日 小田原高校：視聴覚室にて 

会長 秋山隆一郎氏からの報告 

 

2 年前に厚木もみじＬＣ（ライオンズクラブ）の都高

様が委員長の 330－B 地区（神奈川・山梨エリア）骨髄

移植推進委員会が企画したセミナ－に参加しました。 

骨髄バンクの方の現状と手続きの説明、骨髄を提供し

た人と提供された人の体験談といった内容で、そのセミ

ナ－は 330－B 地区のＬＣ（ライオンズクラブ）メンバ

－向けだったのですが、私は大変感銘を受けました。 

そして私が 2019 年 7 月～2020 年 6 月の小田原白梅

ＬＣの会長就任が決定した際、その骨髄移植に関するセ

ミナ－を「是非、地元小田原の子供達に聞かせたい」と

思うようになりました。都高様にご教示いただき、神奈

川骨髄移植を考える会の村上会長をご紹介してくださ

いました。村上会長にその企画をご相談したところ「若

い人に骨髄移植の現状を説明できる良い機会です」と賛

同していただきました。 

一方で我々小田原白梅ＬＣは早稲田大学と共同で「科

学コンテスト」を開催しています。神奈川県西部を中心

とした高校生及び小田原市内の中学生を対象に年 1 回、

昨年の 12 月で 12 年目を数えます。 

昨年の 5 月、その科学コンテストのＰＲに小田原高校

を訪問した際に、合わせて骨髄セミナ－の構想をお話し

すると、校長の林先生及び副校長の岩本先生も賛同して

くださり、その後 1 月のホ－ムル－ムの特別授業の枠で

今回の骨髄移植に関するセミナ－の開催が決まりまし

た。 

当日は村上会長に骨髄移植の現状のお話、語り部とし

て骨髄提供経験者の間島悠介様、骨髄移植経験者の池谷

有紗様の体験談を語っていただきました。 

対象は 1 年次、したがって 15 歳～16 歳、約 320 名で

視聴覚室は熱気に包まれ、皆真剣に聞いていました。 

村上会長の熱い思い溢れる話、間島様の本音ベースの

人間っぽい話、最後に池谷様のリアルな闘病から社会復

帰までの話と吸い込まれて行く感じで大変好評でした。 

ＬＣは各市町村に存在していて、地域密着の奉仕活動

をしているので、今回のＬＣ（調整・経費負担）と神奈

川骨髄移植を考える会（講演）と高校（会場提供・動員）

のセットで、このセミナ－が広がって行くと面白いなと

いう感想を持ちました。 

セミナ－冒頭、岩本副校長の挨拶での「生きることは

どういう事か考えながら聞いてください」との言葉が印

象的でした。   

 

＊＊＊生徒さんからの感想文抜粋＊＊＊ 

 

◆移植を受けた人の話を聞いて「命」について考える

機会を得ることが出来て良かった。 

◆ドナーになるとリスクはあるが、患者さんのために

という気持ちでドナーになったという人がいることを

知った。今はドナーにはなれないけれど、いろいろな情

報を集め、理解した上で、ドナーになることを検討して

みようと思います。 

◆自分が健康であるということに幸せを感じ、誰かを

助けることができるのは素敵だなと思った。２人の話を

多くの人に聞いてもらいたい。 

◆ドナーからの手紙で「あなたがありがとうと言って

くれることにありがとう」という言葉を聞いて、自分の

中で何かが変わり、心が動いた。 

◆テレビなどで見るくらいしか知らなかったけど、実

際の体験者から話を聞けて新鮮だった。自分が少し意識

を持って移植について理解することで、助かる人がいる

のだなと思った。周りの人にも伝えたい。 

◆もしも、自分が白血病になって、ドナーがみつから

なかったら不安で耐えられないと思う。 

◆今回の講演を聞いて、改めて命の重さと、何気ない

日々がどれだけ幸せなのかということを感じました。 

1 月 26 日  

神靜民報  
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聴覚障がいがあっても説明出来る！ 

 

2014 年に私の先輩が白血病で亡くなったことがきっ

かけで骨髄バンクにドナー登録し、その 1 ヶ月後に適合

通知が届き、患者さんに骨髄提供しました。2017 年に

2 回目の適合通知が届き、確認検査を通過しましたが、

別ドナーに選定されました。2018 年に 3 回目の適合通

知が届き、確認検査免除で 2 回目の骨髄提供をしました。 

現行では、骨髄バンクからの骨髄提供は 2 回までと決

められているので、今後は骨髄提供による応援が出来な

くなりました。そのため、ドナー登録の説明をすること

で登録者数を増やし、血液疾患の患者さんを 1 人でも多

く助けたいと強く思い、骨髄バンクドナー登録説明員の

資格を取得しました。 

私は発音が苦手で，お客様の口話(こうわ)をうまく読

み取れないという二次障がいがあるため、説明方法を工

夫しました。マニュアルとほぼ同じ内容の説明カードを

作成し、口話とカードを併用、質問があれば電子ボード

への記入をお願いしています。2019 年 7 月に説明員デ

ビューしてから 5 ヶ月間で 60 人以上のかたに説明しま

したが、説明カードの効果があってスムーズに進行でき

ました。最後に手話で「ありがとう」と感謝の気持ちを

添えています。骨髄バンクに興味があるという聴覚障が

いの大学生には、初めて手話で説明しました。登録まで

はいきませんでしたが、「有意義なお話を聞けてとても

ためになった」というお声をいただきました。 

11 月 14 日に当会メンバーの紹介で、川崎市内の手話

サークル講演会での骨髄提供の体験、ドナー登録活動の

紹介、骨髄バンクの現状等についてお話する機会をいた

だきました。質疑応答は 15 分の予定でしたが、予想以

上に反響が大きく 1 時間以上も続きました。聴講者は

「骨髄移植したらドナーの血液型に変わるんですね！」

と、大変驚いていましたが、「貴重なお話を聞けてよか

った」「子どもたちに伝えたい」という嬉しいコメント

をいただきました。 

今後も神奈川県内の骨髄バンクドナー登録活動を継

続しながら、聴覚障がい者の献血や骨髄バンクドナー登

録者数を増やすための課題に取り組みたいと思います。 

（田中） 

  

円覚寺コンサート延期につきまして 

新型コロナウイルスの影響により、４月４日に予定し

ておりましたコンサートを中止させていただく旨のご

案内をいたしましたが、現在、改めて開催する方向で調

整をしております。正式な日程が決まりましたら、チラ

シや当会 HP 等でご案内をさせていただきます。 

ご来場くださる皆様に、桜の季節以外の円覚寺のお庭

と演奏を楽しんでいただけますように、関係者一同準備

を進めてまいります。どうぞ、お楽しみに。 

 

◆登録会実施結果 

各地の大学や企業などでたくさんの方に骨髄ドナー

登録していただきましたが、新型コロナウイルスの対応

で献血バスによる登録会が複数中止になりました。 

日付  開催場所  
登録  

/説明  

1/4(土) センター北駅 12/12 

1/5(日) 川崎大師駅前 5/11 

1/6(月) JA さがみ茅ヶ崎支店 10/11 

1/7(火) 
神奈川大学 
(湘南ひらつかキャンパス) 

9/11 

1/8(水) 神奈川工科大学 11/13 

1/9(木) 横浜市役所 8/10 

1/15(水) 横浜市立大学(金沢八景キャンパス) 10/15 

1/16(木) 綾瀬市役所 9/11 
 1/16(木) 

1/17(金) 
1/17 

神奈川県庁舎 
4/7 
5/5 

1/17(金) 三興製鋼株式会社 13/13 

1/19(日) ノジマモール横須賀店 7/10 

1/21(火) 相模原市役所（職員会館） 3/4 

 
1/23(木) 
 
1/24(金) 

ソニー株式会社 
厚木テクノロジーセンター 
厚木第２テクノロジーセンター 
厚木テクノロジーセンター 

 
16/17 
4/6 

13/15 

1/26(日) フレスポ小田原シティーモール 8/10 

2/2(日) 横須賀中央駅前 11/13 

2/3(月) 三興製鋼株式会社 5/5 

2/5(水) 聖マリアンナ医科大病院 10/13 

2/8(土) 西武東戸塚店前 12/17 

2/21(金) 
Meiji Seika ファルマ株式会社 
（小田原工場） 

10/10 

2/23(日) イトーヨーカ堂立場店前 13/16 

2/26(水) 
2/27(木) 
2/28(金) 

防衛大学校 
6/6 

17/21 
17/20 

3/2(月) キングスカイフロント（川崎） 9/11 

3/4(水) 日本発条株式会社(伊勢原工場)  12/14 
3/5(木) 
3/6(金) 

川崎市役所第三庁舎 
8/11 
12/15 

3/10 (火) 戸塚区役所 10/12 

3/11(水) 京急久里浜ウィング前 9/16 

3/14(土) イトーヨーカ堂大船店前 9/17 

3/14(土) リドレ横須賀店 3/5 

3/15(日） ノジマモール横須賀店前 10/14 
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◆献血ルーム登録数集計 

 (R 元年 11 月～R2 年 2 月 12 回) 

毎月第２土曜：横浜駅東口クロスポート献血ルーム 

毎月第 3 土曜：横浜 Leaf 献血ルーム 

毎月第４土曜：かわさきルフロン献血ルーム 

（上記の 12:00～17:00 まで説明員が待機しておりますが、 

献血ルームではドナー登録を随時受け付けております） 

 
◆日本骨髄バンクの現況（R2 年２月末現在） 

※

海

外

含

む  

◆その他の活動報告◆  

【ドナー説明員養成研修】  

２/12(水 ) ライオンズ国際協会 330－B 

２/26(水 ) 横須賀みかさライオンズ  

 

◆今後の活動予定◆  

4/18(土 ) 骨フェス  

6/7・8（土日） BMT30 周年お泊り交流会 

7/12(日) BMT30 周年記念事業 

横浜そごう前ドナー登録会 

 

＋＋ 献血のお願い ＋＋ 
街頭などの献血バスによる献血が各地で中止となっ

ているため、献血ルームが混み合うことがあります。献

血ルームへはご予約の上、時間に余裕をもって行かれる

ようにお願いいたします。血液は、怪我や事故、血液疾

患の患者さんなど、血液を必要としている方のために安

定供給が必要です。皆様のご協力をお願いします。 

◆ご寄付＆募金のご報告◆  

みなさまありがとうございました  

 

【ご寄付】 

布川 伸子 様       2,000 円 

横須賀みかさライオンズクラブ様  20,000 円 

八谷 時子 様            10,000 円 

BMT 有志一同       1,073 円 

【募金】 

12/8 大磯ウインドアンサンブル 

チャリティーコンサート     92,548 円  

 

私たちの活動は善意のご寄付で支えられています。 

ご協力をお願いいたします。  

 

＋＋寄付の振込先＋＋ 

◎ゆうちょ銀行から  

郵便振替口座： 00230-8-55751 

加入者：神奈川骨髄移植を考える会  

 

◎銀行・信用金庫などから  

銀行：ゆうちょ銀行  

支店：〇二九 (ゼロニキュウ )支店   

当座  0055751 

口座名：神奈川骨髄移植を考える会  

 

 

 

 
＝＝編集後記＝＝  

 

◇P4 で小田原高校の骨髄移植に関するセミナーに参

加した生徒さんの感想文を紹介しています。しっかりと

聞いてくれたことが文章に表れていました。◇当会は今

年で発足 30 年。NHK の朝ドラ「スカーレット」と同じ

時代です。あの頃の未来になった今、治る病気になった

ことに感謝します。◇連日の報道で不安な日々が続きま

すが、正しく注意して乗り切りましょう。（な） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (登録数/説明数) 

 

かわさき 
ルフロン 
（4 回） 

横浜駅東口 
クロスポート 
（4 回） 

横浜 
Leaf 

（4 回） 

合計 47/60 54/69 32/44 

累計(27/5～) 517/648 604/794 235/286 

骨髄バンクデータ集より 全国      神奈川県 

ドナー登録者数 529,088 24,841 

患者登録者数 1,937※  74 

移植実施数 24,147※ 1,598 

本紙に掲載されている個人名や金額につきましては

ご本人の承諾を頂いております。 

 

 

ＢＭＴのホームページも

ご覧ください。  

 


