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BMT神奈川の HPはこちら 

第 2 回養成講座の様子  

第 1 回の様子  

 

コロナ禍で中止していた骨髄ドナー登録説明員養成講座を、オンラインで再開しました。開催に当たり、神奈

川県庁のがん・疾病対策課の多大なるご理解とご協力をいただきました。その経緯と思いを、担当の太田侑実さ

んに寄せていただいたのでご紹介します。 

 

神奈川県がん・疾病対策課 太田 侑実 
 

神奈川県では、骨髄ドナー登録会を開催し、ドナー登

録者数の増加に取り組んでいます。ドナー登録には骨髄

移植の制度の理解が前提となるため、登録会で、登録希

望者に制度の説明をする骨髄ドナー登録説明員の活躍は

大変重要なものです。そこで、説明員の人数を増やすた

め、神奈川骨髄移植を考える会主催、神奈川県赤十字血

液センターと神奈川県共催、また、日本骨髄バンクご協

力のもと、「骨髄ドナー登録説明員養成講座」を開催し

ました。令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響

により中止を余儀なくされ、今年度も集合しての開催は

難しい状況の中、貴会よりオンライン開催をご提案いた

だきました。本講座では初めての試みでしたが、他自治

体で行われた講座を事前に見学していただいたうえで、

ロールプレイングも問題なく行えるとの力強いお言葉を

いただき、Zoom で開催する運びとなりました。 

今年度は６月 27 日（日）と 11 月 13 日（土）に開催

し、計 21 名の方が参加され、皆さま熱心に受講されて

いました。ロールプレイングで少人数に分かれた際には

１つのグループを見学しましたが、どちらの回でも受講

者が講師の方にたくさん質問をされていたことが印象に

残っています。 

本講座の開催に向けてご尽力いただいた皆さまに、こ

の場をお借りして、心よりお礼申し上げます。コロナ禍

において一部中止している県の取り組みにつきまして 

も、今後状況を鑑みながら再開し、骨髄移植の推進に取

り組んでまいりますので、引き続き、ご協力をお願いい

たします。 

 

 ＊＊今年度の募集要項＊＊ 

 

開催：Zoomによるオンライン 

内容：講義、ロールプレ

イングで３時間程度 

対象：神奈川県内に在

住、在勤の 18 歳以上

（高校生は不可）で、骨

髄ドナー登録に関心があ

り、説明員として当会に

ボランティア登録を行

い、神奈川県内でボラン

ティア活動が可能な方。 

 

 

養成講座は次年度も開催する予定です。 

日程が決まりましたら、県のたよりや HP、当会の HP

でもお知らせします。 

 

 

 

第 2 回のチラシ  

http://www.jmdp.or.jp/
http://www.marrow.or.jp/
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本当はドキドキで開催した第１回オンライン講座 

 

新型コロナウイルス感染拡大での緊急事態宣言下、ド

ナー登録会も休止され、BMT 神奈川でも完全に活動が

止まりました。そんな中、オンライン会議をはじめたの

は、アナログな当会としては画期的なことでした。 

 おうち時間のある日の午後、ネット検索で他の自治体

のオンラインでの説明員養成講座の募集記事を発見。村

上会長と会員２人がオブザーバー参加できるように手

配をお願いし、結果「うちでもできる。うちでもやりた

い。」との決意をもって神奈川県へ依頼し開催が決定し

ました。 

 リアルな養成講座はノウハウがありますが、一般の方

を募集してのオンライン開催となると話が違います。県

や参加者へご迷惑をかけるわけにはいきません。準備の

ための会議はすべてオンラインで行いました。“画面共

有”も使いこなせるようになりました。ブレイクアウト

ルームは会員に集まってもらい練習しました。 

開催の日が近づくと、ホスト役がもたついたらどうし

よう、ネットが繋がらなくなったらどうしよう、など想

定されるトラブルに備えていても胃が痛くなる思いで

した。なんとか無事に講座を終えて２名の方が入会して

くださいました。 

入会後、最初にお願いしたことは「第 1 回目の講座を

受けての感想をお聞かせください」という、Ｚoom 会議

への参加依頼でした。参考になるお話しをたくさんお聞

きできたおかげで、さっそく第２回目の養成講座に活か

すことができました。本当にありがとうございました。 

そんなおふたりから活動を始めての感想をお寄せい

ただきました。（中島）  

 

▶ドナー登録会に初参加 

6月にドナー登録説明員養成講座を受講してから 4ヶ

月も経った 11 月、やっと登録会デビュー となりました。

当日は横須賀市役所前広場でのイベントもあったため、

たくさんのお仲間と直接お会いすることもできました。

午前中はイベントのお手伝いをして、午後からは登録会

に参加です。先輩方の説明を横で何回も聞かせていただ

いて、その滑らかさに感心しきり。私もいざ説明にチャ

レンジしたものの、やはり見るのとやるのは大違い。滑

らかな説明には程遠いものでした。横でハラハラしなが

らサポートしてくださった岩崎さんや、つたない私の説

明にもかかわらず、ドナー登録してくださった方に感謝

しながら、これから上達するよう頑張っていこうと思い

ます。どうぞよろしくお願いします 。（種田） 

 
 

▶ドナー登録会に初参加 

6 月のドナー登録説明員養成講座に参加後、すぐに入

会しました。緊急事態宣言下で実践までに時間が空いて

しまったので、講座でのロープレ通りにできるか少し不

安な気持ちで、11 月に初の登録会に向かいました。集

合場所で皆さんに挨拶すると、Zoom でしかお会いして

いないにもかかわらずとても親しく声をかけてくださ

り、「まずは、横でどんな感じで話すかを見ていて！」

ということで一気に不安な気持ちが飛んでいきました。

そしていよいよ本番。教えていただいたように、グラビ

アの文章を追って説明していくことでスムーズに話が

できました。ところが、説明に安心してしまい、登録了

承を得てから採血へ案内するまでの過程はほぼ助けて

もらってのデビューでした。その後時間を空けず説明を

する機会に恵まれたので、反省点をブラッシュアップし、

説明後先輩方に褒めていただいたのでとても自信がつ

きました。初めてのドナー登録会、とても楽しかったで

す。想像以上に若い方の登録もあり嬉しくなりました。

「興味があるけど誰に聞いたら良いのだろう？」と思っ

ている多くの若い方が気軽に話だけでも聞きに来られ

る場所づくり・説明員を目指して頑張りたいと思いまし

た。（村山） 

 

説明員のうれしい話  

登録会などで活動していて、誰かに伝えたくなるエピソ

ードありませんか？第１号は登録会担当者からスター

ト。会員の皆さまからのご応募お待ちしています。 
 

献血ルームではご来場者に、骨髄バンクのご案内のお声

がけをしていますが、その日は珍しく「今日は登録しに

来ました！」と、嬉しいお言葉！しかし、お薬服用中と

のことで登録ができず、あまりの落胆ぶりにきっかけを

お聞きしてみました。19 歳のお嬢さんが白血病で移植

することになり兄弟は非適合、「骨髄バンクに登録しド

ナーさんを探してもらうことになりましたが、いてもた

ってもいられず献血とドナー登録に来ました」とのこと

でした。「ドナーさんが見つかりお嬢さんが元気になら

れることを祈っています。1 人でも多くの方にご理解い

ただけるよう頑張ります。」とお伝えし、私達の活動な

どをお話しながらひとときを過ごしました。途中何度も

涙を流しながら、「元気をもらいました、ありがとうご

ざいます」と感謝のお言葉まで。献血が終わり、「自分

が 19 歳の時は何も考えずに遊んでいたのに」とエレベ

ーターに乗り込むお父様の背中を見送りながら、患者さ

んはもとより、親御さんやご家族の気持ち、たくさんの

ことが私の心に残りました。骨髄バンクに助けていただ

いた私が出来ることは小さいかもしれないけれど、心あ

らたに私に出来ることをやります。（小石川） 
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https://youtu.be/LKY4bs5zZxU 

（ユーチューブより転載） 

虹色ピクニック♪開催報告 

 

患者・患者家族サポート部会では、毎月第 2 土曜日 20

時～21 時、「虹色ピクニック♪」を開催しています。8

月に開催された第 8 回では、移植経験を持ち、骨髄バン

クコーディネーターでもある会員の青木さんを虹色ピ

クニック♪にお招きして、ドナーさんが適合通知をいた

だいた後の流れなどを教えていただきました。ドナーさ

んが不安や疑問に思っていること、聞かれることの多い

質問などから、私たちの説明の仕方を見直す必要のある

ことも学んだ貴重な時間でした。そんな青木さんに思い

を綴っていただきました。（原子） 

 

私は自らの移植経験から、ドナーさんへ恩返しがした

いという思いで骨髄バンクコーディネーターになりま

した。コーディネーターとは、ドナーさんの日程調整や

説明、検査や入退院に同行するなどのサポートをする業

務です。ドナーさんの状況は千差万別ですが、「患者さ

んを救いたい」という強い思いは皆さん同じです。その

思いに触れる度に胸が熱くなります。凹んだり嬉しかっ

たり色々ありますが、とてもやり甲斐を感じています。

ドナーさんへの感謝と尊敬の念を持って、今後も患者さ

んとドナーさんの架け橋でありたいと思います。ドナー

さんの多くが、献血時に説明員に声をかけられてドナー

登録されています。皆様の日頃のご尽力の成果を感じて

います。移植を待つ患者さんのために、一緒に頑張って

いきましょう！（青木） 

 

ホッチポッチミュージックフェスティバル 

 

10 月 24 日横浜公園にて開催されました。会員が持ち

寄った手作り品は 31,750 円の売り上げになりました。 

 

「ホッチポッチ」は英語で「ごちゃまぜ」という意味。

演奏ジャンル・国籍・世代・性別・障がいの有無などの

あらゆる垣根を取り払い、一緒になって楽しめることを

目指す、ごちゃまぜ音楽祭のことです。 

BMT 神奈川もブースを設け、会員の手作りグッズを

販売いたしまし

た。僕は何かを作

るわけでもなく、

来場者に声をかけ

て販売する訳でも

なくこのフェステ

ィバルを楽しんで

おりました。「楽 

 

しい一日」でした。また BMT 神奈川で出店の機会があ

りましたら皆様も是非参加されることをお勧めいたし

ます。青空の下、顔を合わせて会員同士がお喋りしなが

ら過ごす一日はとても楽しいものです。僕もたくさんの

女性会員皆様に囲まれて大変幸せでした。 

そんな中、ブースを訪れた一人のロッカー、誰も想像

しない一言を発しました。「僕 2 回提供しています」ド

ナーとして骨髄を 2 回提供したと言うことでした。「も

うドナー卒業

ですけど」と

帰るロッカー

の後ろ姿に頭

を下げました

「ありがとう

ございます」。

いろんな姿を

した優しい人

がいらっしゃいます。車椅子の方も、お子様も、ご老人

も、もちろん健常者の方も何かを確かめたくて来場して

いたことと思います。「みんな楽しく生きていいんだよ」

それを確かめたくて。（大川） 

 

骨髄バンクチャリティ ピアノ三重奏ライブ配信 

ベートーヴェン「大公」サンクトフロリアン 

 

ユーチューブでオンライン配信しています 

 

骨髄バンクのチャリティーコンサートを各地で行う

ようになって、もう 30 年ほど経ちます。去年よりコロ

ナ感染症の影響で、コンサートの開催が難しくなり、ま

だはっきり先が見えない状態が続いています。今年もこ

のコンサートのきっかけとなった友人の金井いづみさ

んの命日が近づいてきて、この企画を思いつきました。 

今年も心を込めて演奏しようと思います。 
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先着 100 名様まで無料でお試し 

12 月 18 日現在 35 名の方にご応募いただきました 

 

 

第３回目 定員になり次第受付終了 

コンセプトは、～「抗がん剤治療などで脱毛に悩む方へ、少しでも前向きに進んでほしい」 

そんな願いを込めて、治療を経験した患者目線であなたにエールを送ります～ 
 

 

当会のメンバーの数人が中心となり、2021 年度かわ

さき市民公益活動助成金事業として活動をスタートし

ました。過去には 1 人で活動されていましたが、休止期

間を経てこれからは複数人で管理運営をし、今年度は以

下の 3 本柱で活動を行っています。 

  

その１ 医療用ケア帽子「コットンキャップ」のモニ

ター募集 
 
病気の種類は問いません。コットンキャ

ップの必要な方へ先着 100 名様まで、無

料でお試しいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その２ 作り手さんを募集しています 
 
いま必要な患者さんがいます。裁縫の得意な方や好きな

方、ボランティアをお探しの方、お仲間

募集しています。第３回目は 1 月 22 日

です。過去の 2 回の開催で多数の方が作

り手さんとして活動をはじめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その３ ネット販売を開始しました 
 

オンラインショップ：h t tps : / / co t toncap.base.shop /  

モニター様アンケートより 

使い心地では、肌触りがいい・伸びがよく縫い目が気

にならない・少しゆるいなど。要望では、２個セットが

あるといい・目立たない色が欲しい・明るい色が欲しい・

子供向けが欲しいなどがありました。この他にいただい

たメッセージでは、私たちの気持ちが伝わったことがわ

かりました。貴重なご意見は参考になるとともに、私た

ちのモチベーションにつながります。 
 

川崎プロボノ部の支援を受けています 

作り手さんを増やす、ホームページの見直し、作り方

動画の作成などの支援をお願いしています。 
 

今ではコットンキャップのスタッフです 

 「コットンキャップとの出会い」 

さかのぼること３年前。急性骨髄性白血病と診断されて

入院した病院のコーデユネーターさんから「個人でケア

帽子を作って販売されている方がいるので良かったら。」

と、カタログをいただいたのが私とコットンキャップの

出会いでした。「個人でこんな活動をしている人がいる

んだ！」と、とても感動しました。注文をして届いたキ

ャップをかぶってみると、肌触りが柔らかくすっぽりフ

ィットしていい感じ。朝が苦手

な私は早朝６時にピカーン！と

点灯する病室の蛍光灯に辟易と

していたので、深めにかぶって

アイマスクとしても使えて大変

重宝しました。 

体調も順調に戻り「元気になった自分が出来ることは

何だろう？」と、悶々としていた頃、インスタグラムの

フォロワーさんがドナー登録会で活動されているのを

知り「私もやりたい！」と、入会した BMT 神奈川。な

んと、そのフォロワーさんも会のメンバーさんでびっく

り。さらに私が入院中に購入したコットンキャップの作

り手さんも会のメンバーさんだった事がわかり 2 度び

っくり。そして今までおひとりでなさっていたコットン

キャップを、川崎市の助成金を受けてみんなで継いでい

こうと言う事になったとお聞きして、これはもう運命で

しょ！と、コットンキャップの立ち上げメンバーに参加

させていただいています。まさか自分が作る側になると

は思いも寄りませんでしたが人生って面白いものです

ね。（おひで）  

https://cottoncap.base.shop/
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～ は ら 子 の 部 屋 ～ vol. 4 

 

BMT 神奈川は人材の宝庫！会の財産でもあり、いつも誰かのために頑張ってくれている会員ひとりひとりにス

ポットを当て、その貴重な闘病経験を含めた生きる姿や想いを、広く内外にご紹介する企画としてスタートした【2

度の骨髄移植を経験した原子が会員に聞く】シリーズの第 4 弾です。 

「いただいたサツマイモの紅色の皮をむいたら中身は紫色だった♪」。例えばそんな風に、思い込みと期待を裏

切られた時の驚きと楽しさ♪そんな経験の 1 度や 2 度は皆さんにもあると思います。 

真冬の寒さの中でそこだけ陽だまりのようなあたたかさがあり、何の疑いもなく全身まるごとそうだと思わせる。

ところが、相反して静かな笑顔で険しい雪山を登りきる、そんな柔らかさと強さをあわせ持つ人でした。「これだ

から人間って面白い！」そんなことを改めて感じさせてくれた「やえちゃん」にお話を伺いました。 

 

 小 春 日 和
こ は る び よ り

 

◆「あと 1 週間遅かったら命はありませんでしたよ！」 

主治医から言われた言葉を今も忘れません。 

病気がわかったのは 2016 年の春浅い頃でした。体の

だるさを感じ、駅の階段を上るのも息切れがするように

なりました。「何か変な病気かも？」と不安を抱えなが

らも、病院に行かず我慢していた理由。それは、主人の

七回忌を間近に控えていたからでした。そのうちに、夜

寝ていてもドキドキ、動悸が激しくなり、手足のあちこ

ちにアザができました。インターネットで検索すると、

似た症状の病名に白血病と出ていて、もしかしてそうか

もと。さすがに心配になり、近くのクリニックに行きま

した。後日、病院から血液検査の結果を知らせる電話が

あり、「すぐに大きい病院へ！」と言われ、入院の用意

をして走りました。 

 

◆「主人の七回忌法要」 

－そういうことを延期するのは良くない－との周囲

の言葉に、主人の七回忌は社会人になっていた息子たち

が執り行ってくれました。親族へは、私が入院した時に

「母さんが死ぬかも」と息子から連絡がいったとのこと

でしたから、変にごまかすことをせずに済み、気持ちは

少し楽でしたね。 

 

◆「息子たちがセカンドオピニオンを受けに」 

当初の治療は抗がん剤を 1 クール。それでも数値が上

がらず逆に悪い細胞が増えていく状況。移植か、弱い抗

がん剤で様子を見るか、ホスピス的ケアとして輸血で命

を繋いでいくかの選択をしなければならなくなった時

に、セカンドオピニオンを受けることにしました。主人

の病気の時に主治医が勧めてくれたことで、その大切さ

を実感していたこともあり、自分から主治医にお願いし 

 

ました。入院していた私に代わり、行ってくれたのは息

子たちでした。かつて父親が治療を受けた病院にふたり

で行くというのは、どんな気持ちだったのだろうと想像

します。 

 

◆「移植という決断」 

「可能性がある限り移植を受けてみてはどうです

か？」と言われ、息子たちの HLA を検査してもらいま

したが一致せず。その結果を待つ間も、私自身は移植を

するべきか迷い続けていました。移植の大変さを主治医

から何度も聞いていた息子たちからは「どっちを選んで

もいいよ」との言葉。 

自分の今までを振り返って、幸せな人生だったと思え、

孫の顔も見られたことだし、このまま寿命を迎えても悔

いはないとの思いもあり、なかなか決断ができずにいま

した。半面、頭の中では、88 才で元気に過ごす母より先

に逝く親不孝を思い、とても迷いがありました。 

そんな時に声をかけたのが、お世話になっている看護

師さんたちです。「私があなたのお母さんだったらどん

な治療を望みますか？」私のその問いに、ほとんどの方

が「頑張って治療を受け、元気になってほしいと思う」

とのお返事。その言葉にも背中を押され、移植に踏み切

る決断をして、セカンドオピニオンの病院に転院し臍帯

血移植を受けました。事前に何度も聞いていた副作用は、

消化器以外はほとんど何もなく拍子抜けしたほど。近年

では最短です！と言われたほど順調に回復し、晴れて退

院することができました。 

「万が一再発しても臍帯血があるから大丈夫！」その

言葉に送り出されたのを思い出します。移植はもう 2 度

とやりたくないという正直な気持ちもありましたが、

「まだ治療法がある」ということの、何物にも代えがた
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い安心感を思いました。 

元気になってから聞いた息子たちの言葉ですが、「病

名を聞いてもうろたえることのなかった母は強いなぁ」

と思ったそうです。 

 

◆「家族に手紙を書く」 

移植が決まってからのことです。治療のためとはいえ、

移植がどんなに過酷で時には命さえ・・・ということを

聞いていた私は、万が一のことを考えて家族に手紙を書

きました。自分のことには能天気な性格ですが、息子た

ちや家族が残されるとなるとやはり心配になりました。

ほかの方は、移植に臨む前、大切な人たちにお手紙を書

いたのだろうかと、今になってそんなことを思います。 

その頃は、この先のことなど想像もできない時期でした

から、まさか 5 年後にこんな幸せな人生が待っていると

は考えてもいませんでした。幸いにもそれは、未だ誰の

目にも触れることなく静かにしまってあります。 

 

◆「小さい頃はどんなお子さんでしたか」 

生まれたのは大阪の和泉市です。昔は田園風景の広

がるのどかな地域で、3 人姉妹の真ん中で育ちました。

部屋の隅でひとりお人形さん遊びをしているような、居

るか居ないかわからない静か

な子ども時代を過ごしていま

した。小学校時代も引っ込み

思案だね、とよく言われまし

た。今は実家の周りも宅地開

発され、風景もすっかり変わ

ってしまいましたが、元気な

母に会いに時々帰ります。 

 

◆「2 年ぶりの穏やかな時間」 

新型コロナ感染者数が落ち着いてきた 11 月半ば、約

2 年ぶりに実家に帰りました。先に淡路島の主人のお墓

参りをしてから実家へ、というのがいつものコースです。

少し細くなった気はするものの、変わらず元気な母の姿

に安心しつつ、2 泊 3 日で

川崎に戻りました。実家で

写真をいろいろ探してみた

のですが、叔母との写真に

比べて母の写ったものがな

かなか見つかりません。長

男の嫁の立場で家を切り盛

りしていた母には、そんな時間などなかったのかもしれ

ないと、今更ながら思いました。 

◆「本が好き」 

子どもの頃か

ら大人になった

今でも変わらず

本が大好きなの

で、入院中はずっ

と本を読んでい

ました。とりわけ

腰を据えて読ん

だのは「ローマ人の物語」というタイトルの本です。主

人が亡くなる少し前に旅行したイタリアに興味が湧い

ていたので、それまでなかなか読めなかった長編に挑み

ました。合間に、読後感の爽やかな何種類かを織り交ぜ

て気分転換。長編の続きをお願いされていた息子たちは、

面会というより本を届けに来てくれていたような感じ

でしたね。体は案外元気だったし時間は有り余っていた

ので、それがとてもありがたかったです。 

入院中はブラジルでオリンピックが開催されていた

ので、転院して最初の 4 人部屋の方たちと一緒に盛り上

がっていました。「次の東京オリンピックもきっと応援

しようね！」と励まし合ったので、今年のオリンピック

中継は、当時を思い出して感慨深いものがありました。 

 

◆「山と仲間と幸せと」 

学生の頃、ワンダーフォーゲル部に所属していました。 

幸い社会人になって勤めた会社にも山岳部があったの

で、そこでも続けて楽しんでい

て、主人とはそこで知り合いま

した。 

山と聞くと皆さんが想像す

る通り、重い荷物がつきもの

で、自分の体重の半分以上もある重さのリュックを背負

って穂高岳や剣岳にも

登りました。おかげさ

まで足腰は相変わらず

丈夫な方だと思います。 

よく言う「同じ釜の

飯」仲間はやはり特別

で、何十年も経った今

でも 3 年に 1 度くらいの割で集まっています。 
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◆「BMT 神奈川との出会い」 

移植後に仕事復帰をしないまま日々を過ごしていま

した。近所に親しい友達もいな

かったので、社会と繋がりたい

との思いで、近くの包括支援

センターでのボランティアに応

募し、支援先のコミュニティカ

フェで活動を始めました。そん

な折、県のたよりで見つけた「骨

髄ドナー登録説明員養成」の文

字。私自身は臍帯血移植でした

が、移植方法は違っても病気の治療のためという方向性

は同じだと思い、講習会を受けて入会しました。ありが

たいことに、献血バスと一緒に活動できることも知りま

した。入院中に多くの輸血を受けて命を繋いでいたので、

いろいろな形でご恩返しができます。 
 

◆「入会後のサプライズ」 

そして、入会後に、会の

先輩から聞いた言葉がさ

らなるサプライズとなり

ました。「臍帯血バンクの

立ち上げにも協力した方

たちがいる会です。」こんな

近くに命を助けてくださっ

た方たちがいることを知り、

BMT 神奈川への思いはますます強くなりました。今は、

ドナー登録説明員活動と、患者さんが安心して使えるコ

ットンキャップの作り手として、楽しく活動しています。

◆「いのちを託されるということ」 

高校時代からいつも 4 人で同じ時を過ごし、笑い合

っていた大切な仲間がいます。

その中の一人が私より先に入

院していたので、お互いを励ま

し合いながら、元気になって会

える日を楽しみにしていたの

ですが、元気に退院できたのは

私だけでした。その二日後に旅

立ってしまった彼女は、私が退

院するまで見守っていてくれ

ていたのだと思います。彼女か

ら命を託された気がしました。

そして臍帯血を残してくださった見ず知らずのご両親

からも。誰の代わりも生きることはできないけれど、自

分の人生をきちんと生ききることが、命を託された今の

私にできるご恩返しだと思っています。 
 

◆「息子さんからのお手紙」 

寛解導入が上手くいかず、難易度の高い白血病分類の

予後を知っていた私たちは、辛い治療の継続に後ろ向き

でした。しかし、病室で明るく振る舞う本人の心の持ち

ようにこちらが勇気付けられ、僅かな可能性にすがり続

けました。 

半分は私たちのわがままだったかもしれません。ま

た会える、また話せる。何にも替えがたいそのチャンス

を残してくれた、病院関

係者の皆様、血液や臍帯

血を分けて下さった皆

様、そして母の努力に心

より感謝いたします。

インタビュー後記  
 

お恥ずかしながら、大人になってからもかなり長い間、「小春日和」は春の季語だと思っていた。 

「移植で大変な思いをされた方に申し訳ないくらい、私にはお話しできるようなことが何もないんです」と、一

度はお断りされたインタビュー。でも私は知っていました、笑。「やえちゃんは頼まれたことがお断りできない性

格」なんです。(いえ、話はそこじゃなく)「病気の体験をど真ん中に据えてご紹介したい訳ではなく、何もなかっ

たという経験が、移植を予定している方や、提供したドナーさんにとっては希望になることもあると思います」と

いう編集長の言葉に、「お役に立てることがあれば」と引き受けてくださいました。 

小春日和の中の、さらに菜の花畑まで足したくなるような柔らかさ、どの写真にもそれが現れています。 

ところがこのインタビューで、想像もしていなかった新しい一面を発見！！ 南アルプス縦断経験もある本格的な

山ガールだったのです。会員さんから、「登録会で立ちっぱなしでも大丈夫らしい」と聞いていたのもそんなとこ

ろから来ていたのだと納得。強さを内に秘めているからこその穏やかさを改めて感じました。告げられた命の期限

まで輸血で命を繋ぐか、移植を受けるか迷った時の息子さんたちの、「どっちを選んでもいいよ」という言葉には、

母を思う深いお気持ちがあったことを知りました。やえちゃん、ありがとうございました。(原子)  
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◆登録会実施結果 ◆献血ルーム登録数集計 (R3 年 6 月～11 月 15 回) 
※登録会開催日が不定期になりました 

 (登録数/説明数) 
 

◆日本骨髄バンクの現況（R3 年 11 月末現在） 

※海外を含む  

 
◆ご寄付＆募金のご報告◆  

みなさまありがとうございました  
 

髙橋 道子様 10,000 円 

髙橋 真知子様 30,000 円 

望月 惠子様 7,000 円 

岩崎 眞一郎様 200,000 円 

相模原橋本ロータリークラブ様 30,000 円 

青木 ルミ子様 30,000 円 

鈴木 茂様 27,000 円 

 

ホッチポッチミュージックフェルティバル募金箱 

 6,017 円 

横須賀市役所前イベント募金箱 17,400 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  

 
◎銀行からゆうちょ銀行へ振り込む場合  
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  

 

 

 
【はみ出し編集後記】 

 

「虹」の編集の手伝いを始めて、思えば

もう 5 年目です。 

なのに、情けないことに、記事を読みな

がら今こんな活動をしているんだ、と知

る始末。登録会もご無沙汰しています。

来年は、まだお会いしていない会員さん

にもご挨拶したいと思っています。 

みなさま良いお年を！（よ） 

実施月 開催場所 (開催日 )  
登録 / 
説明  

6 月 

川崎宮前区役所(6/1)  
京急横須賀中央駅前(6/2） 
アピタ長津田店(6/4) 
ノジマモール横須賀店前(6/5) 
小田原ダイナシティイースト(6/6) 
伊勢原市役所(6/7) 
戸塚区役所(6/8) 
本厚木駅北口(6/13) 
防衛大学校(6/15,16,17) 
相模原市役所(6/18) 
相模大野コリドー街(6/19) 
イトーヨーカ堂立場店前(6/20) 
JAさがみ茅ヶ崎支店(6/28) 
麻布大学(6/29) 

15/17 
12/16 
11/12 
9/12 
12/13 
9/10 
10/11 
6/7 

24/35 
6/9 
7/8 

19/21 
9/9 

11/15 

7 月 

北里大学相模原キャンパス(7/1)  
小田原ダイナシティイースト(7/4,11,18) 
川崎市役所第4庁舎(7/5, 6) 
青山学院大学相模原キャンパス(7/6) 
ノジマモール横須賀店前(7/10) 
海老名中央公園(7/11,31) 
横浜市庁舎(7/12,13) 
京急百貨店ウィング久里浜前(7/14) 
京急横須賀中央駅前(7/17) 
海老名市役所(7/21) 
JAさがみ茅ヶ崎支店(7/23,29) 

34/40 
28/34 
12/15 
20/27 
3/5 

24/27 
19/24 
9/12 
12/12 
5/7 

13/14 

8 月 

本厚木駅北口（8/1） 
京急横須賀中央駅前(8/1)  
アピタ長津田(8/6) 
小田原ダイナシティイースト(8/8,15) 
JA さがみ茅ヶ崎支店(8/9) 
横須賀市役所(8/10,11,12,13) 
海老名中央公園(8/11) 
神奈川県庁舎(8/12,13) 
南足柄市役所(8/16) 
川崎市麻生区役所(8/17) 
神奈川県立こども医療センター(8/20) 
ノジマモール横須賀店前(8/21,29) 
川崎市中原区役所(8/30) 
横浜新緑総合病院(8/31) 

2/6 
10/14 
8/13 
14/18 
12/13 
41/54 
10/14 
12/33 
4/6 

14/15 
9/13 
21/29 
14/16 
13/16 

9 月 コロナ対策のため、活動自粛  

10 月 

アピタ長津田店(10/1)  
JR 鶴見駅西口フーガ前(10/2)  
麻布大学(10/6) 
相模原市役所(10/8) 
平塚駅北口(10/13) 
伊勢原市役所(10/18) 
イトーヨーカ堂立場店前(10/24) 
横浜薬科大学(10/26) 

6/7 
8/11 
7/8 
7/10 
9/14 
14/15 
8/12 
9/13 

11 月 

ニッパツ三ツ沢球技場(11/3)  
ノジマモール横須賀店前(11/3,23)  
京急横須賀中央駅前(11/7,20） 
戸塚区役所(11/9) 
北里大学相模原キャンパス(11/10） 
麻布大学(11/17) 
JR 鶴見駅西口フーガ前 (11/26) 
東京農業大学厚木キャンパス(11/29) 
日本大学生物資源科学部(11/29) 

5/6 
20/29 
14/21 
4/9 

17/24 
13/16 
11/12 
15/18 
20/34 

 
かわさき 
ルフロン 

(5 回) 

横浜駅東口 
クロスポート 

(5 回) 

横浜 
Leaf 
(5 回) 

合計 43/61 42/52 44/63 

累計(27/5～) 683/854 758/984  393/489 

骨髄バンクデータ集より 全国      神奈川県 

ドナー登録者数 538,163 26,578 

患者登録者数 1,714※  61 

移植実施数 26,147※ 1,734 

本紙に掲載されている個人名や金額につきましては 

ご本人の承諾をいただいております。 

 

はみだし編集後記  

 

芳崎さん、お願いします  

 

 

 

 

 

 


