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院内移植コーディネーター委嘱状交付式が行われました
去る４月 16 日、富山県庁において院内移植コー
ディネーター委嘱状交付式が行われ、県内 22 病
院 59 名の方に山崎県厚生部長から委嘱状が手渡
されました。
院内移植コーディネーターは、所属医療機関に
おいて患者様のご意思の確認やご提供時の調整
を行う体制整備を行って下さっています。
ご本人は勿論ご家族の想いを汲みとる院内移植コーディネーターの方々の役割は非常に
大きく、昨年度当アイバンクが献眼率全国第 1 位となった要因の 1 つです。

∞∞ ４名の方からご献眼いただきました ∞∞
去る４月４日、富山市の 30 歳代男性よりご献眼いただきました。病院が意思確認を
行ったところ、ご家族からお申し出いただいてのご提供となりました。家族葬のため
事務局が参列させていただきました。
去る４月９日、高岡市の 80 歳代男性よりご献眼いただきました。献眼登録をされて
おり、そのご意思を尊重されてのご献眼でした。2R1ZC 宇波真一郎氏(高岡古城 LC)よ
りガバナー感謝状の伝達が行われ、大黒幸雄理事長が弔辞を奉読いたしました。
去る４月 19 日、射水市の 50 歳代男性よりご献眼いただきました。病院が意思確認
を行ったところ、ご家族からお申し出いただいてのご提供となりました。
去る４月 24 日、18 歳未満児よりご献眼いただきました。ご家族様からご提供をお
申し出頂きました。家族葬のため事務局が参列させていただきました。

∞∞

本当にありがとうございました

◆滑川有恒 LC 様 CN45 周年記念大会に
てご寄附をいただきました
去る４月 29 日、滑川市民交流プラザ
においての滑川有恒 LC 様 CN45 周年記
念大会にご招待いただきました。
吉田茂会長より目録を贈呈され、大
黒理事長が感謝状を伝達いたしまし
た。
ありがとうございました。

∞∞

◆氷見 LC 様例会にて講演
去る４月 24 日に氷見 LC 様第 1299 回
例会にお招きいただきました。
「アイバンクの現状」と題して原コ
ーディネーターが講演させて頂き、金
沢医科大学氷見市民病院の院内移植コ
ーディネーターである道淵範子氏が
「金沢医科大学氷見市民病院における
移植医療についての取り組み」と題し、
提供事例と院内の取り組みについてご
講演されました。
皆様ご清聴くださり、有難うござい
ました。

◆LC334-D 地区 Facebook 交流安全教室 2013 に参加
去る４月 19 日、石川県地場産業振興センターにおいての LC 国際協会 334-D 地
区 Facebook 交流安全教室 2013 に参加させて頂きました。
地区 PR･ライオンズ情報委員会様では Facebook の活用を推進されており、アイ
バンクでも Facebook ページを開設しております。
セキュリティのかけ方等について丁寧に講演があり、大変勉強になりました。
◆平成 24 年度事業報告並びに決算監査
去る４月９日、アイバンク事務局に
おいて平成 24 年度事業報告並びに決算
に監査が行われました。

◆広報委員会を開催
去る４月 23 日、富山県民会館におい
て広報委員会を開催いたしました。
今年度の啓発用ポスター作成と広報
誌の発行にむけ、始動いたします。

助成金・寄附金・賛助会費・募金等に
関するご報告
（４/１～４/30 まで）敬称略
助成金
・富山県ライオンズクラブ奉仕銀行
1,250,000 円
寄附金
・滑川有恒ライオンズクラブ
・野村謹吉(砺波 LC)

50,000 円
30,000 円

・林

とみい

10,000 円

賛助会費
[個人]
金井澄子･清水英子･石田ひとみ･斉藤周子･山下 泉･藤巻篤子･山本明彦･新田正昭･
片山寿夫･広野登志子･森田嘉樹･谷口保孝･豊田葉子･土田 豊･舘 奈保子･北川清隆･中川正人･
狩野俊哉･山下陽子･林 篤志･大田妙子･小沢正康･鳥崎真人･作村佐智子･竹本福志･中村孝子･
長田雅子･刑部郁子･奥原喜代司･大庭知子･藤記尚子･植田芳樹･杉本喜久子(以上一般 33 名)
梅田清一･太田 茂･岡田幸光･笹倉秀樹･竹原幸市･田村敏之･西野義隆･森 弘(以上富山雷鳥
LC8 名) 高柳 昇(富山南 LC) 能瀬和雄(富山東 LC) 波岡一子･長勢知子(以上富山ちゅうりっぷ
LC2 名) 長谷川修博(富山セントラル LC) 岡本武勇(大山 LC) 佐賀野昭一郎(富山西 LC) 大浦 均
(富山いきいき LC) 松倉正機(黒部 LC) 市岡義望･道原英克(以上入善 LC2 名) 石川雅朗(魚津 LC)
若森征雄(高岡古城 LC) 鎌谷克彦･山崎与四之(以上高岡志貴野 LC) 一川順彦(高岡フラワーLC)
廣瀬利行(砺波 LC)
[法人]
株式会社広野･平田眼科医院･久保毅税理士事務所(以上一般 3 社)
株式会社押田建設設計事務所･サンユウセキュリティ株式会社･富山スガキ株式会社･
高瀬公認会計士事務所･北陸バンドー株式会社･株式会社北日本工芸(以上富山 LC6 社)
株式会社オカダアート(富山雷鳥 LC) 株式会社藤井産業(八尾婦中 LC)
株式会社富山県義肢製作所(富山神通 LC )
滑川ライオンズクラブ 菅野印刷興業株式会社(黒部 LC)
《４月の事業実績の概要》
滑川有恒ライオンズクラブ 株式会社黒東アメニティ公社
(入善 LC) 株式会社丸八(魚津 LC)
・献眼登録者数
2名
医療法人光ヶ丘病院(高岡 LC)
年度累計
2名
株式会社セイアグリーシステム(高岡古城 LC)
・献眼者数
4名
富源商事株式会社(高岡志貴野 LC) 株式会社岩黒製作所(高
年度累計
4名
岡中央 LC)
高岡フラワーライオンズクラブ
ミユキ化成株式会社(小杉 LC)
募金
・山田祐司眼科医院
11,581 円
・ポプラ小杉東店
8,825 円
・北陸バンドー株式会社(富山 LC) 6,685 円
・エレガ 6,167 円
・ほり眼科クリニック

・奉仕銀行助成金
年度累計
・寄附金収入
年度累計

3,985 円

ありがとうございます

・賛助会費収入
年度累計
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¥90,000
¥90,000
¥517,000
¥517,000
¥37,243
¥37,243

・募金収入
年度累計
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¥1,250,000
¥1,250,000

[寄附金等収入合計]

¥1,894,243
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