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LC国際協会 334-D地区ガバナー公式訪問で寄附金をいただきました 

去る 9 月 18 日に磯はなびにて 2R2Z、そして 9 月 25 日に砺波平安閣にて 2R3Z のライオン

ズクラブ国際協会 334-Ｄ地区ガバナー公式訪問が開催され、それぞれ記念事業として富山県

アイバンクに寄付金をいただきました。。 

2R2Z 各クラブ会長様と 2R3Z 各クラブ会長様に、大黒理事長より感謝状を伝達させていただき

ました。本当にありがとうございました。 

２名の方からご献眼いただきました 
 

去る９月６日、砺波市の 60 歳代男性よりご献眼いただきました。御母堂様も献眼さ

れた方で、ご家族からお申し出いただいてのご提供となりました。2R3ZC石黒 稔氏(と

なみセントラル LC)よりガバナー感謝状の伝達が行われ、野村謹吉常務理事が弔辞を

奉読いたしました。 
 

去る９月 20 日、氷見市の 90歳代女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、ご家族がご希望されてのご提供となりました。ご家族の意向で大黒理

事長と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 

◆立山 LC認証 45周年記念式典でご寄附 

 去る９月 26日、立山町元気交流ステー

ション「みらいぶ」にて開催された立山ラ

イオンズクラブ認証 45周年記念式典にお

招きいただきました。 

 藤井忠則氏より寄附金を贈呈され、大黒

理事長が感謝状を伝達させていただきま

した。 

ありがとうございました。 

◆LC奉仕銀行評議員会に参加 

 去る９月 13日、砺波平安閣にて開催さ

れたライオンズクラブ奉仕銀行評議員会

に野村謹吉常務理事と入江コーディネー

ターが出席いたしました。 

 この会議でアイバンク助成金を例年通

り頂くことに決定されました。 

ありがとうございました。 

 

  

ライオンズクラブ国際協会 334-D地区 

北陸３県タイアップ事業 例会訪問 

*高岡フラワーLC 

 説明日:９月 21日(土) 

 場所 :高岡ふれあい福祉センター 

*砺波LC&小矢部LC&となみセントラルLC 

 説明日:９月 25日(水) 

 場所 :砺波平安閣 



◎アイバンク啓発活動にご協力いただきました◎ 
*富山雷鳥 LC&富山ちゅうりっぷ LC 

日 ：９月８日(日) 

場所 ：ファボーレ 

内容 ：登録パンフレット配布 
*富山昭和 LC 

日 ：９月 22日(日) 

場所 ：ファボーレ 

内容 ：登録パンフレット配布 

*上市 LC(第 29 回剱健康マラソン大会) 

日 ：９月 29日(日) 

場所 ：丸山総合公園 

内容 ：登録パンフレット配布 

◆済生会高岡病院にて講演 

 去る９月 17日、済生会高岡病院にて開

催された臓器･組織の移植に関する講演会

で、入江コーディネーターが「献眼につい

て」と題して講演させていただきました。 

ありがとうございました。 

◆西能みなみ病院にて勉強会 

 去る９月 12日、西能みなみ病院にて献

眼についての勉強会を開催していただき

入江コーディネーターが「献眼について」

と題して講演いたしました。 

 西能みなみ病院では、先日、初め

てのご献眼がありました。これをき

っかけに、より患者様のご意思を尊

重できるよう院内体制の整備を行

うため、この勉強会を開催していた

だきました。 

ありがとうございました。 
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◆株式会社北陸電設朝礼に訪問 

 去る９月９日、1R1ZC畠山志郎氏(富山み

なと LC)のご紹介で株式会社北陸電設様の

朝礼に訪問させていただきました。 

 アイバンクについてスピーチを行い、登

録パンフレットを配布させていただきま

した。 

朝の貴重なお時間をいただき、ありがと

うございました。 

◆脳死下臓器提供に関わる関連団体の連

絡会議に参加 

 去る９月 24日、サンフォルテにて開催

された平成 25年度脳死下臓器提供に関わ

る関連団体の連絡会議に参加いたしまし

た。 

富山県では年 1回連絡会を開催し、体制整

備の調整や確認を行っています。 

◆ふくおか健康づくりとボランティアの

集いに参加 

 去る９月１日、福岡総合文化センターU

ホールにて開催された、第８回ふくおか健

康づくりとボランティアの集いに参加い

たしました。 

視覚障がい者の用いる音声パソコンや

iPadでの点字の入力のデモンストレーシ

ョンを行いました。 

  



助成金・寄附金・賛助会費・募金等に関するご報告 
（９/１～９/30まで）敬称略 

 

 

寄附金 
立山ライオンズクラブ  105,000円 

2R2Zガバナー公式訪問 100,000円 

匿名希望  100,000円 

2R3Zガバナー公式訪問  50,000円 

里村了三,民代  12,000円 

富山コピー販売株式会社(富山いきいき LC)･武田 宏･松井優子･水木田鶴子･作村佐智子･ 

浜田ヒロ子･豊田耕一･匿名希望  各 10,000円 

能瀬和雄(富山東 LC)･藤巻篤子  各 9,000円 

千龍義信,かな子  6,000円 

野村健造(富山南 LC) ･多賀芳雄(富山セントラル LC)･田畑裕二(富山西 LC) ･ 

堀 壽夫(高岡フラワーLC) ･山元 廣･ 

  各 5,000円 

上原敏雄(富山 LC) ･山尾佳史(富山 LC) ･福井 博(富山みなと LC) ･佐藤善政(富山南 LC) ･ 

和泉弘司(富山神通 LC) ･澤田壽朗(滑川 LC) ･柳澤伸一(朝日町 LC)･北野千寿子･幾島かをる･ 

石黒 寛･中村 彰･髙木和夫･山本哲也･岡田美代子･谷野克巳･稲場トシ子･町田スゞヱ･ 

西野 澄･宇波喜久男･角谷幸代･長田清子･早勢雅己･中川正吉･佐々木公子･高林咲子･ 

林 朝夫･南 正子･中保 昭･矢木義人･中西広一･目澤益子･田之下和美･中川吏永子･ 

蓮田カヲル･中村孝子･金戸律子･斉藤譲一･岸 一雄･境 里子･佐藤貴宏,瑞恵･村上すず子･ 

奥村豊明･内山照子･飛田茂代･三村幸一･藪 正一･稲村栄勝･石瀬礼子･山田和枝･跡治幸子･ 

松井恵美子･寺澤和美･宮島さだ子･狩野和朗･鹿島うら子･匿名希望  各 3,000円 

今村義和 1,000円 

 
 

賛助会費 [個人会員] 

髙井芳樹(富山 LC)・野尻津喜夫 

 
 

募金 

・第８回ふくおか健康づくりとボランティアの集い 12,356円 

  
 

 

ありがとうございます 
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・献眼登録者数 16名
　年度累計 69名

・献眼者数 2名
　年度累計 14名

・奉仕銀行助成金 ¥0
　年度累計 ¥1,250,000

・寄附金収入 ¥665,000
　年度累計 ¥1,393,000

・賛助会費収入 ¥9,000
　年度累計 ¥558,000

・募金収入 ¥12,356
　年度累計 ¥389,143

[寄附金等収入合計] ¥3,590,143

《９月の事業実績の概要》

 


