No.130-1 2013/11

公益財団法人富山県アイバンク
〒930-0194 富山市杉谷 2630 番地
TEL: 076-434-5710 FAX: 076-436-0146
E-mail: info@toyama-eyebank.com
URL: http://www.toyama-eyebank.com

厚生労働大臣感謝状伝達式が行われました

去る 10 月 11 日富山県庁特別室にて、平成 24 年８
月から 25 年８月までにご献眼されました 39 名のご遺族
に対して「厚生労働大臣感謝状」が山崎県厚生部長よ
り伝達されました。
伝達式後県民会館にて、県アイバンク役員とご遺
族様との懇談会が行われ貴重なご意見を伺いました。

３名の方からご献眼いただきました
去る 10 月６日、富山市の 60 歳代男性よりご献眼いただきました。意思表示カードに
ご意志を記入されており、本人の意思を生かしたいとご家族がお申し出がありました。
ご家族葬のため、事務局が弔問させてただきました。
去る 10 月 15 日、氷見市の 60 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、ご家族がご希望されてのご提供となりました。

本当にありがとうございました
◆1R1Z ガバナー公式訪問でご寄附
去る 10 月９日、富山第一ホテルにてライ
オンズクラブ国際協会 334-D 地区 1R1Z ガバ
ナー公式訪問が開催され、記念事業として
ご寄附をいただきました。
８LC を代表して 1R1ZC 畠山志郎氏(富山み
なと LC) より寄附金の贈呈があり、
、大黒理
事長より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。

◆畠山志郎 1R1ZC 就任記念チャリティゴル

◆第２回 1R3Z ゴルフ愛好会コンペでご寄附
去る 10 月 11 日、棚山ゴルフ倶楽部にて
第２回 1R3Z ゴルフ愛好会コンペが開催さ
れ、チャリティ金をいただきました。
ゴルフ愛好会会長の佐々木照之氏(上市
LC) より寄附金の贈呈があり、大黒理事長
より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。

フ大会でご寄附
去る 10 月 29 日、富山第一ホテルにて畠
山志郎 1R1ZC 就任記念チャリティゴルフ大
会表彰式が開催され、ご寄附をいただきま
した。
1R1ZC 畠山志郎氏(富山みなと LC)に、宮
岸副理事長より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。

◆砺波 LC 会長杯ゴルフコンペでご寄附
去る 10 月 16 日、トナミロイヤルゴルフ
倶楽部にて砺波ライオンズクラブ会長杯ゴ
ルフコンペが開催され、ご寄附をいただき
ました。
会長金谷英治氏より寄附金の贈呈があ
り、野村常務理事が御礼の言葉を述べまし
た。ありがとうございました。

◆富山セントラル LC 例会でご寄附
去る 10 月 22 日、カナルパークホテルで
の富山セントラルライオンズクラブ例会に
て、ご寄附をいただきました。
会長斉藤忠信氏より寄附金の贈呈があ
り、伊勢副理事長より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。

井村東司三名誉理事(元理事長)がご献眼されました
富山県アイバンク設立当初から理事を務め、アイバン
クの啓発にご尽力いただいていた、井村東司三名誉理
事が 98 歳でご逝去され、ご献眼されました。
平成６年２月から平成 14 年 11 月の間は理事長とし
て、その後も生涯現役と富山県アイバンクを支え続けてく
ださいました。平成 24 年７月にはアイバンク活動に貢献
した方に贈られる「今泉賞」を受賞されました。
平成９年７月に発行した「三百字の遺言」には、次のようにお寄せいただいていました。
「生き続ける私」
八十歳の坂を越えて、さて今まで何をやってきたか、何を遺していけるか、
と考えると大したことはないな、と恥じ入るばかり。
幸い献眼登録を十四年前に済ましている。二人の方に生かしていただけると
思うとホッと安堵する。
願わくは、一眼は男性の方に、もう一つは女性の方に使ってほしい。もっと
女性を見極めて見たい、女性の側から男性を見直してほしいと思うからである。
贅沢な希望かなと首を傾げながら、以て遺言状とする。
献眼は人生最後の最高の御布施
平成 23 年には高岡大仏を背景に、「私も献眼します」と啓発用
ポスターを飾っていただきました。その言葉通りにご献眼され、ま
た計らずとも偶然、遺言状の願い通り男性と女性にそれ
ぞれ移植がおこなわれました。
ご葬儀では、ライオンズクラブ国際協会 334-D 地区ガバナー
北野憲太郎氏より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。
ご葬儀では「本人らしい」というご家族様の意向でアイバンクの登録パンフレットが配布
され、現在ご参列者様からのアイバンク登録申込が届いてきています。
献眼に感謝申し上げるとともに、富山県アイバンクは井村名誉理事の遺志を継ぎ、今後もア
イバンクの啓発につとめてまいります。
変わらぬご指導ご支援いただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
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◆いきいきとやま健康と長寿の祭典に参加
去る 10 月９・10 日、富山県民会館にて開催さ
れた、いきいきとやま･第 26 回健康と長寿の祭典
にて啓発活動を行いました。
２階ギャラリーで富山大学附属病院眼科藤田
和也先生による「眼の健康相談」と「角膜内皮細
胞数測定」をおこないました。２日間で約 140 名
もの方が相談と測定にお越しになり、「眼が見え
る」ことの役割の一端を担う「角膜内皮細胞」に
ついて説明させていただきました。
企業訪問講演
1R1ZC 畠山志郎氏(富山みなと LC)のご紹介で、
２企業様にて訪問講演させていただきました。
業務時間の合間でアイバンクについて講演を行
い、登録パンフレットを配布させていただきました。
貴重なお時間をいただきまして、本当にありがと
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
*高岡伏木 LC
説明日:10 月２日(水)
場所 :高岡商工会議所伏木支所
*黒部 LC&入善 LC(合同)
説明日:10 月３日(木)
場所 :ホテルアクア
*高岡南 LC
説明日:10 月４日(金)
場所 :高岡市商工会館
*上市 LC&立山 LC(合同)
説明日:10 月８日(火)
場所 :五百石公民館
*大山 LC
説明日:10 月８日(火)
場所 : 富山市南商工会大山支部センター
*富山昭和 LC
説明日:10 月 15 日(火)
場所 :ホテルグランテラス富山
*高岡古城 LC
説明日:10 月 15 日(火)
場所 :高岡商工ビル
*富山みなと LC
説明日:10 月 16 日(水)
場所

:岩瀬カナル会館

＊萩浦工業株式会社様
10 月３日訪問
＊日合水産株式会社様
10 月 21 日訪問

*高岡中央 LC
説明日:10 月 17 日(木)
場所 :高岡商工ビル
*朝日町 LC
説明日: 10 月 17 日(木)
場所 :JA みな穂農協会館
*高岡 LC
説明日:10 月 18 日(金)
場所 :高岡商工ビル
*富山セントラル LC
説明日:10 月 22 日(火)
場所 :カナルパークホテル
*富山雷鳥 LC
説明日:10 月 24 日(木)
場所 :富山第一ホテル
*富山いきいき LC
説明日:10 月 25 日(金)
場所 :富山第一ホテル

◎アイバンク啓発活動にご協力いただきました◎
*小杉 LC
日
：10 月６日(日)
場所 ：アルプラザ小杉店
内容 ：登録パンフレット&風船配布
*黒部 LC(エブリバディスポーツデイ 2013)
日
：10 月 14 日(月)
場所 ：黒部市総合公園
内容 ：登録パンフレット&風船配布
*新湊 LC(新湊カニかに海鮮白えびまつり)
日
：10 月 20 日(日)
場所 ：新湊漁港
内容 ：登録パンフレット&風船配布

助成金・寄附金・賛助会費・募金等に関するご報告
（10/１～10/31 まで）敬称略
助成金
ライオンズクラブ奉仕銀行

1,250,000 円

寄附金
1R1Z ガバナー公式訪問･畠山志郎 1R1ZC 就任チャリティゴルフ大会
100,000 円
1R3Z ゴルフ愛好会
70,000 円
富山セントラルライオンズクラブ
50,000 円
砺波ライオンズクラブ
30,000 円
大山ライオンズクラブ
19,400 円
富山セントラルライオンズクラブ街中カフェ実行委員会
14,510 円
山口 清(八尾婦中 LC)･森田忠雄(富山神通 LC)･大浦 均(富山いきいき LC)
･株式会社松田自動車(新湊 LC)･水野敏博･社会福祉法人アルペン会
各 10,000 円
高岡古城ライオンズクラブ
8,700 円
髙島哲朗･山本 清･嶋作恭子･石川恵子
各 5,000 円
五十嵐 務(富山平成 LC)･飯田順子･尾山和子･中筋國雄･林 玲子･元野清光･佐野久美子
･山本辰男･老子きぬい･津根タミ子･翁 昇
各 3,000 円
募金
こしぶ眼科クリニック
8,628 円
ポプラ宇奈月温泉店
5,461 円
とよだ眼科クリニック
4,191 円
第 26 回いきいきとやま･健康と長寿の祭典
300 円

ありがとうございます

(C)Voiceless
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《10月の事業実績の概要》
・献眼登録者数
年度累計
・献眼者数
年度累計

39名
108名
3名
17名

・奉仕銀行助成金
年度累計

¥1,250,000
¥2,500,000

・寄附金収入
年度累計

¥505,610
¥1,898,610

・賛助会費収入
年度累計

¥0
¥558,000

・募金収入
年度累計

¥18,580
¥407,723

[寄附金等収入合計]

¥5,364,333
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