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●２名の方からご献眼頂きました。 

富山市内の８９歳の男性の方と砺波市内の３８歳の女性の方からご提供頂きました。男性の方は、昭和５６年に

献眼登録と献体登録をされていました。献体とご一緒の提供の場合は、１眼のみをご提供頂くことになります。

女性の方は、アイバンクには登録はされていませんでしたが、ご生前、ご主人と「可能であれば、献眼したい」

との話をされていたということで、ご主人様の方から献眼のお申し出でがありご提供頂くことになりました。 

ご提供頂きました角膜は、３名の方に移植を行い、術後良好であると主治医から報告を受けています。 

 

● サポーター講習会を開催いたしました。 

 

      
 ２月７日土曜日、富山国際会議場において県内のライオンズクラブのメンバー約７５名の参加のもと、アイバン

ク協会認定サポーター講習会を開催致しました。当日は、例年になく大雪という天候の中、多くの皆様にご参加頂

き、無事講習会を終えることが出来ました。理事長高田 眞よりご挨拶のあと、日本眼球銀行協会常務理事で、サ

ポーター制度委員長の大黒幸雄当アイバンク副理事長がサポーター制度について説明を行いました。続いて日本眼

球銀行協会常務理事で、サポーター制度副委員長の山口大学眼科教授西田輝夫先生よりサポーターの制度の役割に

ついての講演があリました。受講頂きました皆様には、アイバンクサポーターとして５年間認定されます。 

サポーターに認定された方は以下の通りです。 

 ・高井芳樹  ・増山精一  ・宮岸 武  ・高田 眞  ・本村哲明  ・藤沢 実  ・簗瀬憲生 

 ・森 弘   ・宮島 清  ・西野義隆  ・岡田共以  ・山本敬子  ・波岡一子  ・舘 良一 

 ・川口義春  ・奥野健一  ・宮崎忠一  ・森田忠雄  ・南塚敏彦  ・岡本武勇  ・足谷誠治 

 ・俣本吉章  ・木村繁夫  ・松 潔   ・田口徹忠  ・前佛栄一  ・毛利 功  ・小幡高勢 

 ・桶屋博明  ・松倉正機  ・米田栄一  ・平井節雄  ・富樫宗治  ・松井信彦  ・細川文博 

 ・米山六博  ・道原英克  ・上田和男  ・沢井 進  ・大崎利明  ・寺崎達二  ・川端券吉 

 ・水島 巽  ・林 正康  ・高田 譲  ・長井弘仁  ・笠島 學  ・若森征雄  ・石灰昭光 

 ・井村東司三 ・伊勢豊彦  ・篠田正治  ・高田浩平  ・関井まゆみ ・中村知呂  ・清都勇之 

 ・船屋 勉  ・今村吉太郎 ・山下光造  ・牧 亨   ・宝田保明  ・毛利 公  ・野上茂樹 

 ・延澤泰明  ・島田和芳  ・北川隆男  ・中西久彦  ・山村正然  ・野村謹吉  ・大野実留 

 ・清水英子  ・金井澄子  ・入江真理 

 

● ライオンズクラブ奉仕銀行より助成金を頂きました。ありがとうございます。 
２月１８日、ライオンズクラブ奉仕銀行様より、平成１５年度後期分としての助成金を頂きました。アイバンク

事業の運営費（啓発活動、パンフレット作成費）として大切に使わせて頂きます。ありがとうございました。 

 

● 富山第一銀行堤町支店開設５０周年記念にて寄付金を頂きました。 

 ２月４日、富山第一ホテルにて富山第一銀行堤町支店開設５０周年を記念して、同行のお客様の会である「えび

す会」会長精田隆芳様より１０万円のご寄付を頂きました。アイバンク副理事長本村氏より精田会長へ感謝状の伝

達を行いました。ありがとうございました。 

 

 



● 滑川ライオンズクラブ例会にて「アイバンク」についてのスピーチを行いました。 
２月１９日、滑川ライオンズクラブ例会にてアイバンク協会認定スタッフ（事務局）入江が「アイバンクの現状

と献眼時のお願い」のスピーチを行いました。スピーチ後も質問を受けるなどメンバーの皆さんは熱心にお話を

聞いてくださいました。 

 

● 理事会・評議員会が開催しました。 
２月２５日、富山第一ホテルにて理事会と評議員会を開催しました。理事会では、平成１５年度の事業報告並び

に決算報告の承認を行い、評議員会では、在任役員の任期が２月２６日をもって満了となるため、後任者の候補

者を選任いたしました。また、平成１５年度の事業報告並びに決算報告も行いました。 

 

 

●第３３回東海北陸ブロック連絡協議会が開催されました。 
 ２月２７日、名古屋において「第３３回東海北陸ブロック連絡協議会が開催されました。当バンクからは、理事

長、副理事長、事務局が出席しました。主な議題は、７日に当県で開催した「サポーター講習会」についてでした。 

東海北陸ブロックでは、富山が一番に開催したことからまた、３３４−D地区では、来年、福井で開催される予定で、

各地区で「サポーター講習会」を開催する動きが出てきています。 

 

 

●事業実績の概要  

     ２月の献眼者数は、       ２名(年度累計 ２名)／ 

         献眼登録者数は       ３名(年度累計 ６名)  
     ２月の賛助会費収入     ２８８,０００円／累計   ２８８,０００円 

     ２月の助成金収入   １,２５０,０００円／累計１,２５０,０００円 

   ２月の寄付金収入     ７３５,１３２円／累計   ７３５,１３２円(日眼助成金分含む) 

２月の募金収入       ２３,０７３円／累計      ９８,４６６円 

 

● 助成金・賛助会費･寄付金（2/1～2/29現在、ご入金いただいた内容） 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 
● 賛助会費（個人１口３,０００円） 

・ 青出辰夫  ・秋田俊康  ・浅野紀男  ・足谷駿三郎・足谷誠治  ・新井司朗  ・荒木孝吉   

・ 五十嵐呈次・内山芳一  ・蛯谷正俊  ・大郷 穰  ・岡畑康一郎・加藤竹男  ・佐賀野昭一郎 

・ 澤田孝之  ・住吉勝博  ・田中孝之  ・田畑裕二  ・土井光男  ・豊岡 正  ・中野道嘉 

・ 中村三郎  ・布村清二  ・花崎秀行  ・樋口善次  ・平野泰康  ・藤倉栄之  ・俣本吉章 

・ 松田義博  ・室 敬朗  ・森 雅志  ・安川寿夫  ・安田 進  ・山田政夫 

（以上 ３４名富山西 LC） 

・ 石川雅朗  ・高岸和男  ・寺崎達二  ・広田清定  ・岡本賢三  ・伊東紀一  ・松原正治 

・ 清河 衛  ・小坂 章  ・吉崎 実  ・塚本 滋  ・富山 剛  ・大沢範洋  ・境  伸 

・ 石橋嘉夫  ・石崎由則  ・山林和光  ・慶野耕一  ・木下泰治  ・松田道廣  ・稗苗清吉 

・ 高縁 勲  ・油本 茂  ・袋井隆俊  ・谷口正明  ・河崎直通  ・本元幸俊  ・橋本浩八郎 

・ 高縁 勉  ・八木 洋  ・佐々木幹郎・小西 清  ・沢井 進  ・玉島昭男  ・石川精二 

・ 入井孝博  ・福田正博  ・高松静夫  ・大崎利明  ・石崎敬治  ・山崎昌弘  ・野崎唯吉 

・ 長岡昭男  ・鈴木克比己・浜多等志  ・仲俣 勲  ・元野勝行  ・清水憲治  ・宮島徳康 

・ 虎谷武道  ・北村雄治  ・宮野高司  ・二塚一郎  ・保里真理子・秋本政亮  ・山崎久子 

・ 澤泉 弘  ・澤本了輔  ・葉勢森 勉・住吉正弘  ・川上祐子  ・新浜恵子 

（以上６２名魚津 LC） 

● 寄付金 

   ・富山第一銀行堤町支店えびす会     １００,０００円 

       ・後谷 文                 １００,０００円 

       ・北日本新聞社事業局文化センター    ５３５,１３２円 

● 募金 
・ その他  ２３,０７３円 

 

････献眼登録募集に御協力ください････ 
ライオンの皆様の御家族、友人、知人に一声かけてアイバンクにご理解を！！ 

[申込方法] 当事務局へご連絡ください。申込みパンフレットをお送り致します。HPからも登録出来ます。 

http://www.toyama-eyebank.com  ☎０７６—４３４—５７１０ 


