
ＶＯＬ．１55 
2019年 12月 10 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》 

令和元年 9 月 29 日の日曜、横浜市栄区にある地球

市民かながわぷらざ(通称：あーすぷらざ)で行われた

“かながわボランティアフェスタ”に参加しました。 

本郷台の駅から徒歩 3 分、まるで宇宙基地のように

斬新な外観にわくわくしながら広い外階段を上り建

物に入ると、会場入り口で迎えてくれたのは大きな

「かにゃお」。NPO 認知度向上等を目的とした神奈

川県のイメージキャラクターの猫ですが、みなさんご

存じですか？シュールな雰囲気がとてもかわいいで

す。両脇にはふたりのピエロさんもお出迎え。風船で

作った動物やケーキなどをプレゼントされた子ども

たちは大喜びでした。風船って年齢問わず Happy♪

な気分にしてくれますよね。 

このボランティアフェスタは、「かながわボランタ

リー活動推進基金 21 情報交換会」の主催で、“ボラン

ティアは社会を変える～笑顔でつながりささえあう

～”をコンセプトに、県下で活動する非営利で公共目

的の団体が参加して行う文化祭です。今年は 26 の団

体がブースを展開し、ポスターやチラシなどで活動を

わかりやすく紹介していたほか、ステージでは紙芝居

やミニコンサート、バルーンアートなどで盛り上がり

ました。 

昨年に続き 2 度目の参加となった私たち BMT 神奈

川は、「命のリレークイズ」と題した骨髄関連クイズ

のほか、ロビーでの手作り品販売と骨髄バンク活動推

進の募金活動もさせていただきました。多くのかたの

ご厚意に感謝いたします！ 

私たちにとって画期的だったのは、会の紹介動画を

流していただいたことです。参加団体を対象に、スマ

ホでできる無料の事前講習を開いてくださったので、

素人の私たちにもなんとか完成させることができま

した。動画は BMT 神奈川のホームページにもアップ

されていて、活動内容がわかりやすく紹介されていま

すので是非ご覧くださいね。        （原子）

 

 
8/17、18 の 2 日に渡りジャパンキャンサーフォーラ

ムが国立がん研究センターに於いて開催されました。

日本最大級のがんフォーラムだけあって、著名な方々

の講演がたくさんあった中、私は造血幹細胞移植につ

いての講演を拝聴し、大変勉強になりました。 

企業や患者会・支援団体の展示ブースもバラエティ

豊かでした。各ブースではとてもパワフルなみなさん

が弾ける笑顔で応対してくださり、私も元気と勇気を

もらいました。 

我が BMT 神奈川のブースでは、コットンキャップ

を始め様々なハンドメイド作品を展示販売し、たくさ

https://www.bmtkanagawa.com/
http://www.jmdp.or.jp/
http://www.marrow.or.jp/
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んの方が足を止めてくださいました。グッズを買って

くださる方はもちろん、昨年の同イベントや他のイベ

ントで知り合った方、闘病中の方、移植をするべきか

悩む方、同病者を探す方など、いろんな方と出会うこ

とができました。 

人と人とが出会い、繋がることの温かさ、尊さを改

めて感じました。この素敵な出会いと繋がり、そして

啓発活動のノウハウを今後に活かしていきたいと思い

ます。                 （青木）

 

10 月 14 日に、東京の駒沢オリンピック公園でグリー

ンリボンランニングフェスティバルが開催され、メン

バー８人で初挑戦しました。 

グリーンリボンとは移植医療のシンボルで、骨髄移植

を考える会の私達にはぴったりのイベントです。 

まずは会長がトップランナーを務め、元患者、移植者、

骨髄提供者、骨髄バンクを応援する仲間がタスキを繋

ぐ 42.195km、リレーマラソンでゴールを目指します！ 

雨の中の沿道の応援にも大きなパワーを頂き、タスキ

をつなぐ事が、実際に命をつなぐ事だと感じながら、移

植で繋いで頂いた命、元気に走れる体に感謝して精一

杯走りました。 

一人じゃできないけど、みんなとなら楽しそう！そん

な直感からエントリーした大会でしたが、ゴール後の

仲間との乾杯は達成感に満ちた笑顔が集まり、とても

美味しく楽しいお酒を分かち合いました。 

また、骨髄バ

ンクのブース

には、骨髄移植

後にランを始

めたとおっし

ゃる方が汗だ

くでいらして

「おかげさま

で元気になりました！」と声をかけてくださいました。

とても嬉しい報告に共感し、来年も出場する気満々で

す。                  （星野） 

 

祈り～ハンドベルの響きにのせて秋 

10 月 19 日磯子区民文化センターに於いて、横浜プレ

ガント音心（オンコロ）の主催による、イングリッシュ

ハンドベルノイ（Noi)による演奏と横浜市立大学附属

病院萩原真紀先生による医療講演会が開催されました。 

オープニングで BMT による「骨髄バンククイズ」を

行い、来場者へ骨髄バンクについて楽しみながら知っ

ていただくことができました。      （中島） 

＜神奈川ボランタリー活動推進基金２１の事業＞ 

 

7 月 13 日、かながわ県民センターにて、認定プライ

バシーコンサルタントの山本伊都子先生（株式会社福

祉規格総合研究所）をお招きし、「個人情報保護」につ

いて研修会を行いました。当会の役員や会員など 20 名

程が参加しました。 

H17 年に個人情報保護法が施行され、14 年がたちま

す。その間、私は同法や個人情報について曖昧な理解で

接してきました。自分の解釈が人と違うこともありま

したが、今回の研修により、正しい理解を得ることが出

来ました。 

同法の対象は、施行時には 5000 件以上の個人情報を

扱う民間事業者であったそうですが、H29 年の改正後

には、扱いが 1 件であっても、町内会などの非営利な

団体さえも対象と定められたそうです。つまり当会の

活動にあっても同法の遵守は義務であることが明確に

わかりました。研修では当会の個人情報への対応につ

いて、詳しく具体的なご教示を頂きました。守秘義務、

匿名化、管理、責任者、ルール化、同意の取得（オプト

イン＝事前承認、オプトアウト=事後承認、暗黙の了解）

などなど多岐にわたる対応が求められました。 

私たちの作業は増えますが、それを怠ることのリスク

について説明を受けました。いわゆる”炎上”が起きた時

には、当会の信頼の失墜や、補償問題、信頼回復に向け

た再発防止の取組などにより、当会の活動はストップ

し、本来行うべき仕事（ドナー登録への呼びかけや説明）

が出来なくなるばかりか、社会のドナーや骨髄移植へ

の理解を減じてしまいかねません。これは「救える命」

を思えば大変な高リスクです。研修を受けて、広報担当

ではすぐにホームページや会報における個人情報の扱

いの適正化に努めました。 

先生のプロフェッショナルな知識や観点を、多くの会

員で同時に共有することができたことはとても有意義

でした。                （岩﨑幸） 
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骨髄ドナー登録説明員養成講座開催 
 

10 月 26 日かながわ県民センターにて、説明員養成

講座が開催されました。 

参加応募が５名と少ない人数でしたが、研修を終え

て４名の方がＢＭＴに加入されました。 

来年度も 2 回の説明員養成講座を予定しています。                 

（中島） 

 

 

BMT 神奈川の活動紹介動画作りました！ 

 

BMT のホームページにアップ中。トップページから

アクセスできます。 

 

 

クリスマスコンサート開催します！ 

◆登録会実施結果 

各地の大学や企業でたくさんの方に骨髄ドナー登録し

ていただきました。 

日付  開催場所  
登録  

/説明  

8/15(木) 
8/16(金) 

神奈川県庁舎 
10/11 
7/7 

8/30(金) 日本エアフィルター株式会社 5/11 

9/1(日) センター北駅前 12/15 

9/2(月) 栄区役所 8/8 
9/3(火) 綾瀬市役所 8/9 

9/8(日) 新百合ヶ丘駅南口 13/18 

9/11(水) 聖マリアンナ医科大学病院 15/19 

9/12(木) 桜木町駅前 20/48 
9/22(日) 平塚駅北口 13/16 

9/24(火) 
9/25(水)  

神奈川大学(横浜キャンパス） 
5/10 

11/14 

9/26(木) 平塚市役所 19/22 

9/26(木) 東京都市大学(横浜キャンパス） 13/19 

9/30(月) 麻布大学 13/15 

10/1(火) 
関東学院大学 
（横浜・金沢八景キャンパス） 

9/12 

10/2(水) 北里大学(相模原キャンパス) 20/35 
10/6(日) 伊勢原観光道灌まつり 11/20 

10/7(月) 東京農業大学(厚木キャンパス) 21/27 

10/10(木) 青山学院大学(相模原キャンパス) 9/16 

10/14(月) 丸山台いちょう坂商店街 11/12 
10/16(水) NTT横須賀研究開発センタ 7/7 

10/16(水) 本厚木駅北口 5/7 

10/17(木) 
10/18(金) 

防衛大学校 
11/14 
11/13 

10/19(土) イトーヨーカドー大船店 5/7 

10/20(日) 愛川町ふるさとまつり(愛川町役場) 12/14 

10/20(日) 逗子市民まつり(逗子第一運動公園) 4/11 

10/23(水) 横浜薬科大学 18/25 
10/24(木) クリエイト鴨居店前 9/9 

10/25(金) 厚木市役所 7/13 

10/26(土) 北綱島小学校 7/12 

10/27(日) イトーヨーカドー立場店前 12/18 
10/29(火) 産業能率大学(湘南キャンパス) 11/16 

10/29(火) 相模原市役所 9/13 

10/30(水) 桐蔭横浜大学 12/13 

11/3(日) 本厚木駅北口 7/7 
11/3(日) 北里大学北里祭(相模原キャンパス) 16/18 

11/5(火) 
11/6(水) 

川崎市役所第三庁舎 
8/10 
8/9 

11/8(金) 東京工芸大学 12/14 
11/11(月) 東海大学(湘南キャンパス) 15/24 

11/12(火) 戸塚区役所 8/12 
11/15(金) 
 

明治大学(生田キャンパス) 14/19 

11/16(土) 横須賀中央駅前 
潮風アリーナ 

11/15 
11/17(日) 潮風アリーナ 

 
8/12 

11/18(月) 
11/19(火) 

富士通ゼネラル 
12/12 
10/13 

11/19(火) 県立保健福祉大学 14/17 

11/20(水) 麻布大学 3/7 

11/24(日) 京急久里浜ウィング前 8/12 
11/26(火) 
 

神奈川工科大学 10/13 

11/27(水) NTTドコモ R&D センタ 20/21 

11/28(木) コベルコマテリアル鋼管 秦野工場 16/18 
 

入口はこちら ↓  

を押すと始まります  
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◆献血ルーム登録数集計 

 (R元年/7月～10月 11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 

 
◆日本骨髄バンクの現況（R元年 10月末現在） 

※海外を含む  

 

◆その他の活動報告◆  

【広報活動】  

8/17(土 )/18(日 )  

  ジャパンキャンサーフォーラム  

9/29(日 ) かながわボランティアフェスタ 2019 

11/9(土 ) かながわ血液がんフォーラム  

11/9(土 )/10(日 ) 東京雪祭 2019 

11/10(日 ) さがみはら市民活動フェスタ  

12/8(日 ) 大磯ウィンドアンサンブル  

クリスマスコンサート  

【その他】  

10/26(土 ) 骨髄ドナー登録説明員養成講座  

12/8(日 ) 第 12 回患者サロン  

 

◆今後の活動予定◆  

 

12/22(日 ) 骨髄バンク推進クリスマスコンサート 

R2/4/4(土) 円覚寺チャリティーコンサート 

◆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】 

増田 明雄 様  50,000 円 

横浜泉ライオンズクラブ 様     10,000 円 

くつがた・ほっとサロン 様     4,440 円 

鈴木 茂 様       11,000 円 

間島 悠介 様 50,000 円 

品川 清美 様 5,000 円 

8/17・18 ジャパンキャンサーフォーラム 700 円 

11/9 かながわ血液がんフォーラム出品者 450 円 

八谷 時子 様 950 円 

 

【募金】 

9/29 かながわボランティアフェスタ 2,791 円 

11/10 さがみはら市民活動フェスタ 2,451 円 

 

【還付金】 

イオンイエローレシートキャンペーン 30,700 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＋＋ 

郵 便 振 替 口 座  ： ００２３０－８－５５７５１ 

加  入  者  名  ： 神奈川骨髄移植を考える会 

 

 

 

 

 
＝＝編集後記＝＝ 

 

本紙（Ｐ３）で紹介しております「骨髄バンク推進

クリスマスコンサート」では、基金 21 の支援を受け

て、ハンドベルとゴスペルの演奏をお届けすると共

に、骨髄バンクへの理解と支援をお願いします。 

家族のことを思うクリスマスの昼下がり、是非横浜

そごう前へお立ち寄りください。     （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 
（3回） 

横浜 
Leaf 

（4 回） 

合計 52/60 37/41 39/51 

累計(27/5～) 470/588 550/725 203/242 

骨髄バンクデータ集より 全国      神奈川県 

ドナー登録者数 526,022 24,502 

患者登録者数 2,008※  81 

移植実施数 23,751※ 1,561 

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。 

お問い合わせは、  

『神奈川骨髄移植を

考える会』事務局ま

で  


