
平成１４年度 茨城県骨髄バンクドナー登録会およびイベント日程 

日本骨髄バンク骨髄提供希望者 (ドナー) 登録者数：154,495 人（県内 2,342 人） 

骨髄移植希望者（患者数）：1,766 人（県内 43 人） 

バンクを通じての移植例数：4,145 例（県内移植数 65 例、県内採取数 61 例） 

(2002 年 5 月末現在） 
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開催予定日  イベント・会場名  
※県民まつり以外は献血並行型登録会 

担当保健所  備  考  
月 日 曜日 

６ １１ 火  東海村役場 ひたちなか  ７名登録 

 ２６ 水  北浦町中央公民館 鉾田  ３名登録 

７ ２９ 月  総和町役場 古河  

 ３０ 火  下妻市役所 水海道  

８ ７ 水  大宮町役場 大宮  

 ２１ 水 
 取手市役所（午前） 

 取手市医師会病院（午後） 
龍ケ崎  

 ２６ 月  土浦市役所 土浦  

 ２６ 月  ひたちなか市役所 ひたちなか  

 ２９ 木  青少年センター 日立  

９ ８ 日  まつりつくば  
（つくばショッピングセンタークレオ） 

つくば  

１０ 13.14 土日  県民まつり（笠間市芸術の森公園）  バルーン募金 

 ２４ 木  農林水産技術会議事務局 筑波事務所 つくば  

 ３１ 木  鹿嶋市役所 潮来  

１１ ７ 木  茨城大学･日立 日立  

 ２４ 日  茨城大学･水戸 水戸  

 ２６ 火  下館市役所 下館  

１２ ３ 火  石下町総合福祉ｾﾝﾀｰ 水海道  

１ ２９ 水  猿島町役場 古河  

２ ５ 水  友部町役場 水戸  

 １２ 水  守谷市役所 龍ケ崎  

 １８ 火  石岡市役所 土浦  

 ２７ 木  那珂町中央公民館 大宮  

３ １３ 木  産業技術総合研究所 つくば  

 ２４ 月  玉造町役場 鉾田  

 ２７ 水  関城町役場 下館  

 ２８ 木  神栖町保健センター 潮来  
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登録会に皆さまのご協力を!!!ドナー登録者30万人をめざして！ 

2002年7月 会報19号 



5/25 「いばらきの会」総会報告 
 

 ５月２５日に今年度総会が旭村くるみ屋さんで開催されました。参加者は事務局長夫妻、瀧、中津川、鈴木、

伊井、岩瀬、萩原、川井、牛島の皆さんで合計１０名となり、今年も盛会でした。 

 昨年度の活動・会計報告に続いて今年度の活動方針では合計２６回にも及ぶ登録会を積極的に推進していく

ことになりました。当日はその活動の核となる地区普及広報委員全員が参加していましたので、大変な活動負

荷となることを認識しつつ、皆で協力し合って全力を尽くそうと申し合わせました。 

 次に役員改選では会報編集担当を伊井さん、ＨＰ編集担当を岩瀬さんにそれぞれお願いいたしました。総会

終了後の臨時定例会ではいばらきの会オリジナルのグランドコートとポロシャツのカラー選定を行い、それぞれ

オレンジ、グリーンに決定しました。事務局にて手配を進め、今年度の登録会で早速着用してＰＲ効果を高める

ことになりました。 

 定例会終了後に旭中学の校庭に住むヤングフクロウ兄弟を見学した後、宴会＆懇親会が夜遅くまで続き、大

いに語り、飲んで親睦を深めました。                                      （牛島 英二） 

5/18･19  全国骨髄バンク推進連絡協議会全国大会、総会へ参加しました  
 

 全国骨髄バンクボランティアのつどいｉｎ仙台が「広げよう愛といのちのネットワーク」をテーマとして５月１８日

に開催され、当会から中津川さんと牛島が参加しました。 

 第一部の来賓挨拶では宮城県知事ご本人が出席され、ユーモアのある挨拶に会場は沸きました。功労者へ

の感謝状贈呈式に続いて第二部では「アフリカの飢餓とエイズ」と題した講演、「つながれ！いのち」をテーマの

トーク、自衛隊音楽隊による演奏が行われ式典は終了しました。第三部懇親会は会場を移して行われ、参加し

た全国のボランティア仲間達はおいしい料理とお酒に舌鼓を打ちながら日頃の活動成果や苦労話などについ

て語り合いました。アトラクションでは仙台ゆかりの佐藤宗幸によるミニライブで会場は大いに盛り上がりまし

た。 

 翌日は全国協議会総会と代表者会議が開催され、今年度の活動方針などについて議論を深めました。各地

団体の活動事例紹介では新潟、福島、愛知などの先進県の状況が詳しく報告され、大変参考となりました。 

                                                             （牛島 英二） 

5～6月 茨城県内イベントおよび登録会報告 

6/11 東海村登録会報告 
 

 去る６月１１日に東海村役場にて、並行型の登録会が行われました。結果として、７名の登録者ならびに１１９

名の献血ということになり、ご協力いただいた方に感謝しております。 

 なお、当日参加された方は、伊井さん、岩瀬さん、牛島さん、中津川と、ひたちなか保健所の江橋さんの５名

でした。参加された皆さん、お疲れ様でした。（中津川 智彦） 
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＜岩瀬(健)さんの説明員実地研修感想＞ 

自分にとって初めての説明員の実地研修であり、前日からわくわく、どきどきの時が来たわ

けです。３月の説明員研修会で説明の流れを研修して、大体の流れを把握していたものの、実際に相手と

面と向かって見ると自分が何を言いたいのか分からなくなり、どぎまきした口調だったような気がします。 

 はじめは中津川講師の一例をとなりで見学し、３人目の登録者が来たときに自分が担当して説明を行い

ました。ビデオの場所に案内して、登録出来る条件の説明をして

からビデオ鑑賞、終わってから登録の意思確認そして説明と手順

は良かったのですが、本当に意味を理解してくれたか少し不安が

ありましたが、無事終了しました。そして、２人目を担当したとき

は、少し落ち着きながら説明が出来て、ほっ・・としました。相手も

笑いながら説明を聞いて頂き、説明員はある程度の慣れが必要

で、場数を踏んでアドリブで出来るようになるのかな・・なんて思い

ました。ビラ配りなんかも大切なボランティア活動ですが、説明員

を自分でやった事で少し骨髄バンクに貢献したのかな・なんて心

の中で胸を張っているような大変良い気分です。 

これからももっともっと数をこなして、立派な説明員になるように努

力して、頑張っていくつもりでいます。         （岩瀬 健二） 

コメントコーナー 

 

登録会風景 



いばらきの会グランドコート、ポロシャツ、登録会用立て看板完成 

6/26 北浦町登録会報告 
 

 去る６月２６日に北浦町中央公民館にて、並行型の登録会が行われました。当日は朝から雨まじりの天候で

出足が心配されたとおり、最終的に登録者３名ならびに献血者４７名ということになりました。 

 ちょっとさびしい結果ではありましたが、ご協力いただいた方に感謝いたします。 

 なお、当日参加された方は、牛島さん、山崎 (揚) さん、中津川さん、安藤さん、伊井と鉾田保健所の笹本さん

の６名でした。参加された皆さん、お疲れ様でした。                             （伊井 義人） 

＜安藤さん説明員デビュー＞ 

 北浦の登録会で始めて、説明員として写真入りプレートを胸につけデビューしました。初め

に師匠である中津川さんの落ち着いた、丁寧な説明を隣で聞きながら、早く中津川さんの様になりたい

なぁ・・と思いました。 

 次は、私の番かと思うとドキドキです。気持ちを決めて、いざ説明をはじめたところ、２０歳代の男性がビ

デオを見て貧血を起こすというハプニングがあり登録できませんでした。 

 次の方も年齢が１８歳とういことで登録できませんでした。登録する意志があっても出来ないことがあるこ

とを学びました。私は、中津川さんの手助けをいただきながら１人説明しました。 

 これからも登録会に参加して度胸をつけていきたいと思います。                 （安藤 純子） 

コメントコーナー 

    グランドコート  

蛍光オレンジ色、バックプリント黒、

サイズはフリーサイズのみ、２０着

製作、合計８３，３７０円 
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     立て看板 
 上部にスペー

スが空いてます

が、案内用の矢

印が入れられま

す。 

10枚製作、合計

３３，６００円 

骨髄バンクの文

字 色 は 青、ド

ナ ー 登 録 受 付

中 の 文 字 色 は

蛍光オレンジで

す。 

 昨年、茨城新聞文化福祉事業団より歳末「愛の募金」２０万円を贈呈され、その記念としていばらきの会

ではグランドコート、ポロシャツ、骨髄バンクドナー登録用立て看板を製作致しました。イベントや登録会に

ご使用ください。なお事務局にて保管しておりますので使用ご希望の方はお知らせください。 

      ポロシャツ 
ミントグリーン色、バックプリント黒、

サイズはＳ×５、Ｍ×８、Ｌ×７合計２

０着製作、合計４５，５７０円 



 会費納入とご寄付をありがとうございました。 
※編集の都合上、前回会報に寄付会費納入者を記載できませんでしたので今回一緒に記載させて頂きます。 

（2002年2月27日～2002年7月10日現在) (順不同、敬称は略させていただきます。） 

 

寄付: 根本茂30,000円3/2・佐藤朗6,000円3/1・川井正一3,000円3/27 

中津川智彦2,000円4/9・横田喜吉2,000円5/21・落合佐智代2,000円5/21 

松園茂樹10,000円5/21・黒澤桂子10,000円5/22・安藤純子8,000円5/23 

牛島英二51,000円5/25・伊井義人6,000円5/25・瀧公恵4,600円5/25 

鈴木秀文1,000円5/25・萩原千春1,000円5/25・岩瀬健二1,000円5/25 

山﨑揚久、晃子5,000円5/26・岩瀬直子6,000円5/27・栗本孝雄3,000円5/30 

細谷栄一8,000円5/31・佐々木潤一郎8,000円6/10・大屋隆子3,000円6/10 

江尻明美12,000円6/11・立原三郎3,000円7/10 

 

会費: 佐藤朗3/1・萩原千春3/17・瀧公恵3/17・川井正一3/27・中津川智彦4/9 

佐藤禮輝5/20・横田喜吉5/21・佐藤ちい子5/21・落合佐智代5/21・松園茂樹5/21 

菊池玲江（2口）5/21・黒澤桂子（５口）5/22・安藤純子5/23・牛島英二5/25 

伊井義人5/25・瀧公恵5/25・鈴木秀文5/25・岩瀬健二5/25・岩瀬直子（２口）5/27 

山﨑揚久、晃子（各１口）5/26・栗本孝雄5/30・細谷栄一5/31・佐々木潤一郎6/10 

貫井徹、由美子、洋子、紀美子（各１口）5/31・大屋隆子6/10・江尻明美6/11 

立原三郎7/10 

お寄せいただいたご寄付のうち、会費未納の会員からは会費（年2,000円）を差し引いて掲載させていただきました。 

会費納入のお願い 
 皆様からの会費は大切な運動資金です。有効に活用致します。また善意のご寄付もよろしくお願い申し

上げます。    年会費 一口 ２，０００円 何口でも 

郵便振替口座 ００１１０-３-１２７-５７５ 骨髄バンクを支援するいばらきの会 

献血並行型ドナー登録会に参加してみませんか？ （時間は受付予定時間です。なお変更になる場合があります） 

○７月２９日（月）総和町役場 ９：３０～１１：３０ １２：３０～１４：３０ 

○７月３０日（火）下妻市役所 ９：３０～１１：３０ １２：３０～１４：３０  

○８月７日（水）大宮町役場 ９：３０～１１：３０ １２：３０～１５：００ 

○８月２１日（水）取手市役所 ９：３０～１１：００ ※登録終了後取手市医師会病院へ移動 

○  同日  取手市医師会病院 １３：００～１５：００  

○８月２６日（月） 土浦市役所 ９：３０～１１：３０ １２：３０～１５：３０ 

○  同日  ひたちなか市役所 ９：３０～１１：３０ １２：３０～１５：００ 

○８月２９日（木）日立市青少年センター １０：００～１１：３０ １２：３０～１４：３０ 

○９月８日（日） まつりつくば ショッピングセンター クレオ 受付時間未定 

 登録会についてのご質問、参加される方は事務局までお気軽にご連絡ください。初めてでもお気軽にご参加くだ

さい。当日は登録会のアシスタントやチラシの配布などをお手伝いしていただきます。なお準備の都合上登録受付

時間１時間前に集合願います。 
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骨髄バンクのボランティアを応援してください 
 骨髄バンクを支援するいばらきの会では、茨城県内で骨髄バンクの普及啓発をボランティアで行って

います。 

 活動資金は皆さまの善意の寄付によってまかなわれています。ボランティア活動への応援をお待ちし

ております。なお、ご面倒でもご寄付と会費の納入は郵便振替でお願いします。 
 

郵便振替口座名義：00110-3-127575  

加入者名義：骨髄バンクを支援するいばらきの会 

会報発行：骨髄バンクを支援するいばらきの会 http://www.marrow.or.jp/ibaraki 

発行責任者：牛島英二 編集：伊井義人・山﨑揚久 

＜事務局＞〒311-1415 茨城県鹿島郡旭村造谷605くるみ屋内  

 TEL：090－8306－7111/FAX：0291－37－1425/E-mail: yamazaki@kurumiya.com 

特定非営利活動法人全国骨髄バンク推進連絡協議会   

骨髄バンクのお問い合わせは 0120-892-106、 office@marrow.or.jp、 http://www.marrow.or.jp  まで 

患者電話相談 白血病フリーダイヤル 0120-81-5929 
毎週土曜日 10:00～16:00 ＊毎月第2・第4土曜日は血液専門医もご相談をうかがいます 

 

（財）骨髄移植推進財団 ホームページ http://www.jmdp.or.jp 
ドナー登録についてのご質問・お問い合わせは 

財団フリーダイヤル 0120-445-445 または ドナーズネット http://donorsnet.net まで 

編集後記  うっとうしい梅雨が続きますね。でもこの雨の一滴一滴が実りの秋を生んでくれると思うと

とってもとっても愛おしく思えてきます。バンク活動もボランティアの一歩一歩が非常に大きな役割を果たし

ているんだと信じております。会報も２度目の編集ですが、なかなか思うようにいきません。これは一歩一

歩なんぞと言ってはおれませんが・・・ 

 昨年度は偶数月の発行でしたが、今年度から奇数月へずれてしまいました。（反省、反省）いつかは帳

尻が合うよう、頑張りたいと思います。それまでは・・・・・・・                          （伊井） 
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事務局より 

○５月２５日に行われました総会資料及び骨髄移植推進財団発行の骨髄バンクニュースＶｏｌ．20発

行されました。同封しましたのでご覧下さい。なおバンクニュースは事務局に在庫がございますのでご

希望の方はご連絡ください。お送り致します。 

○キティーティッシュ１０箱及びうちわ２００枚購入しました。イベントや登録会に配布します。お使いに

なる方はご連絡下さい。 

○今年もキリンフェスティバルに参加します。昨年は５月に献血並行

型登録会やペンシルバルーン募金にて参加しましたが、今年は取手

キリンビール工場の都合により９月８日（日）に変更なりました。今年

の参加内容はペンシルバルーン募金にて参加する予定です。今月の

末頃に打合せを行いますので詳細については後ほど事務局までお問

い合わせください。 

事務局近くの大木に、フクロウの雛２羽が元気に育って巣立ちしました！総会に参加された

方々はおぼえていますか？時々遠くの森で鳴く声が聞こえます。餌をおねだりしていた頃が懐

かしく、巣立ちした時は寂しくもあり嬉しい時でした。来年は戻って来てくれると良いのですが？ 

                          ６月撮影フクロウの雛やはりピーピーと鳴きます→ 


