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富山雷鳥ライオンズクラブメンバー全員がアイバンク登録 

去る 11月 28日、富山雷鳥ライオンズクラブCN42周年記

念例会にお招きいただきました。 

記念アクティビティとして、大口繁敏四献委員長よりクラブ

メンバー様全 32 名分のアイバンク登録申込書を、笹倉秀樹

会長より寄附金をいただき、伊勢副理事長から笹倉会長へ

感謝状の伝達を行いました。 

本当にありがとうございました。 

３名の方からご献眼いただきました 
 

去る 11 月６日、魚津市の 90歳代女性よりご献眼いただきました。当アイバンク評議

員の御母堂様でアイバンク登録をなさっており、ご家族よりお申し出がありました。

1R3Z四献環境保全委員の柴田和弘氏(立山 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 11月 25 日、富山市の 80 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。1R1ZC畠山志郎氏(富

山みなと LC)よりガバナー感謝状の伝達が行われ、宮岸 武副理事長が弔辞を奉読い

たしました。 

去る 11月 29 日、富山市の 70 歳代男性よりご献眼いただきました。アイバンク登録

をされており、ご家族にその希望を強くお伝えされていた方でした。1R1ZC 畠山志郎

氏(富山みなと 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。 
 
 

本当にありがとうございました 

◆富山西 LC例会にてご寄附 

 去る 11月６日、富山観光ホテルにて富山

西ライオンズクラブ CN42周年記念例会が開

催され、記念アクティビティとしてご寄附

をいただきました。 

 石本 剛会長より寄附金の贈呈があり、

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。 

◆八尾婦中 LCCN45周年式典にてご寄附 

 去る 11月 10日、富山第一ホテルにて八

尾婦中ライオンズクラブ CN45周年式典が開

催され、記念事業としてご寄附をいただき

ました。 

 宮前宏司会長より目録の贈呈があり、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。 

 

◆カモの会よりご寄附 

 去る 11月 23日、オークスカナルパーク

ホテル富山にて同日開催されたチャリティ

コンペで寄せらせたチャリティ金の贈呈式

が開催されました。 

 カモの会会長の長谷川達雄氏より寄附金

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。 
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去る 11月 18 日、1R1ZC畠山志郎氏(富山みな

と LC)のご紹介で、株式会社高松機鈑製作所様へ

訪問させていただきました。 

 朝礼のお時間にアイバンクについて説明を行

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。 

◎アイバンク啓発活動にご協力いただきました◎ 
*富山みなと LC 

日 ：11 月９日(土) 

場所：バロー石坂店 

内容：登録パンフレット&風船配布 
*高岡志貴野 LC 

日 ：11月 22日(金) 

場所：高岡エクール 

内容：登録パンフレット配布 
*氷見 LC 

日 ：11月 23日(日) 

場所：ハッピータウン氷見店 

内容：登録パンフレット&風船配布 

   
企業訪問講演 

*富山南 LC 

 説明日:11 月２日(土) 

 場所 :富山電気ビルディング 

*富山 LC 

 説明日:11 月５日(火) 

 場所 :富山第一ホテル 

*小杉 LC 

 説明日:11 月６日(水) 

 場所 :富山信用金庫射水営業部 

*富山西 LC 

 説明日:11 月６日(水) 

 場所 :富山観光ホテル 

*富山平成 LC 

 説明日:11月 14日(木) 

 場所 :富山第一ホテル 

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 

*氷見 LC 

 説明日:11月 20日(水) 

 場所 :氷見商工会議所 

*高岡志貴野 LC 

 説明日:11月 20日(水) 

 場所 :高岡商工ビル 

*富山神通 LC 

 説明日:11月 21日(水) 

 場所 :富山第一ホテル 

*富山東 LC 

 説明日:11月 27日(水) 

 場所 :富山第一ホテル 
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助成金・寄附金・賛助会費・募金等に関するご報告 
（11/１～11/30まで）敬称略 

 

 

寄附金 
富山雷鳥ライオンズクラブ 50,000円 

八尾婦中ライオンズクラブ 50,000円 

富山西ライオンズクラブ 50,000円 

カモの会  40,000円 

氷見ライオンズクラブ 20,000円 

有限会社永栄商事(富山雷鳥 LC)、磯野敏雄(富山東 LC)、伊賀 肇(富山平成 LC)   

 各 10,000円 

須垣純夫(富山 LC)、林 巖(富山神通 LC)、堀 和子、渡邊タカ子  各 3,000円 

 

賛助会費 
《個人》 

高岸和男･寺﨑達二･岡本賢三･伊東紀一･清河 衛･小坂 章･富山 剛･境 伸･慶野耕一･ 

稗苗清吉･高縁 勲･油本 茂･谷口正明･髙縁 勉･八木 洋･入井孝博･大﨑利明･石﨑敬治･ 

長岡昭男･浜多等志･虎谷武道･宮野高司･保里真理子･秋本政亮･澤泉 弘･川上祐子･ 

廣瀬和夫･松崎孝治･松本憲治･佐近 肇･小坂愛香･畠山 明･清河高之･小津ゆかり･ 

浦野孝一･熊本新一･加藤樹永･経塚 徹･三井田一博･貫名昭人(以上 40名魚津 LC)、 

屋根愼二、寺井 仁、藤塚由紀子 

 

募金  彩 14,421円 

 
 

 

ありがとうございます 

◆第 69 回富山眼科集談会に参加 

 去る 11月 24日、富山国際会議場にて開催された第 69回富

山眼科集談会に参加しました。 

◆平成 25年度第 4回院内移植コーディネーター連絡会に参加 

 去る 11月 29日、サンフォルテにて開催された平成 25年度

第 4回院内移植コーディネーター連絡会に参加しました。 

・献眼登録者数 35名
　年度累計 143名

・献眼者数 3名
　年度累計 20名

・奉仕銀行助成金 ¥0
　年度累計 ¥2,500,000

・寄附金収入 ¥252,000
　年度累計 ¥2,150,610

・賛助会費収入 ¥132,000
　年度累計 ¥690,000

・募金収入 ¥14,421
　年度累計 ¥422,144

[寄附金等収入合計] ¥5,762,754

《11月の事業実績の概要》

 


