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厚生労働大臣感謝状伝達式を開催
去る 10 ⽉ 23 ⽇、富⼭県庁にて厚⽣労働⼤⾂感
謝状伝達式を開催いたしました。
平成 25 年 9 ⽉から平成 26 年７⽉までにご献眼
された 19 名のご家族に対し、⼭崎康⾄県厚⽣部⻑
より感謝状が伝達されました。
式後、富⼭第⼀ホテルにて懇談会を⾏い、ご家族
の⽅の貴重なお話を拝聴しました。

４名の方からご献眼いただきました
去る 10 月 10 日、高岡市の 30 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ご提供となりました。2R1ZC 金
田賢行氏(高岡南 LC)よりライオンズクラブ奉仕銀行からの感謝状の伝達が行
われ、伊勢豊彦副理事長が弔辞を奉読いたしました。
去る 10 月 19 日、富山市の 80 歳代女性よりご献眼いただきました。献眼登録
をされていた方で、ご本人の意思を尊重しての提供となりました。ライオンズ
クラブ奉仕銀行からの感謝状と弔辞を奉呈し、1R2ZC 川岸広幸氏(富山セント
ラル LC)と宮岸 武副理事長がご葬儀に参列いたしました。
去る 10 月 19 日、富山市 80 歳代女性よりご献眼いただきました。献眼登録を
されていた方で、ご本人の意思を尊重しての提供となりました。ライオンズク
ラブ奉仕銀行からの感謝状を奉呈し、事務局がご葬儀に参列いたしました。
去る 10 月 27 日、氷見市の 70 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ご提供となりました。

本当にありがとうございました
◆砺波 LC よりチャリティー金ご寄附
去る 10 月１日に開催された砺波 LC 会
長杯チャリティーゴルフ大会にて、栗山
会長より集められた寄附金を賜りまし
た。野村常務理事が受取り、感謝を述べ
ました。
◆富山いきいき LCCN10 周年記念式典にて

◆入善 LCCN45 周年記念式典にてご寄附
去る 10 月 11 日、入善まちなか交流施
設にて開催された入善ライオンズクラブ
CN45 周年記念式典にてご寄附を賜りまし
た。村上会長より目録を賜り、大黒理事
長が感謝状を伝達いたしました。

ご寄附
去る 10 月 18 日、富山第一ホテルにて
開催された富山いきいきライオンズクラ
ブ CN10 周年記念式典にてご寄附を賜り
ました。水谷会長より目録を賜り、宮岸
副理事長が感謝状を伝達いたしました。

◆魚津 LCCN40 周年記念式典にてご寄附
去る 10 月 26 日、ホテルグランミラー
ジュにて開催された魚津ライオンズクラ
ブ CN40 周年記念式典にてご寄附を賜り
ました。廣瀬会長より目録を賜り、大黒
理事長が感謝状を伝達いたしました。

◆富山県ビルメンテナンス協会創立 50 周年記念式典にてご寄附
去る 10 月 28 日、富山第一ホテルにて開催された一般社団法人富山県ビルメンテナ
ンス協会創立 50 周年記念式典にてご寄附を賜りました。
太郎田光秀会長より目録を賜り、大黒理事長が感謝状を伝達いたしました。

◆富山セントラル LC にて講演
去る 10 月 28 日、富山セントラルライオ
ンズクラブ例会にて、大黒理事長が挨拶し、
入江コーディネーターが「視覚障害とアイ
バンク」と題し講演をおこないました。
お招きいただき、有難うございました。

◎アイバンク啓発活動にご協力いただきました◎
*小杉 LC
日
：10 月５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
*かがやき未来交流会
日
：10 月 13 日(祝)
場所 ：富山国際会議場
内容 ：登録パンフレット＆風船配布
*エブリバディスポーツデイ 2014(黒部 LC)
日
：10 月 13 日(祝)
場所 ：黒部市総合体育センター
内容 ：登録パンフレット＆風船配布

◆臓器移植推進国民大会に参加
去る 10 月 19 日、富山国際会議場で開催
された第 16 回臓器移植推進国民大会に参
加しました。臓器移植推進功労賞団体の部
で、富山県ライオンズクラブ奉仕銀行と富
山大学附属病院が受賞されました。
*新湊カニかに海鮮白えびまつり(新湊 LC)
日
：10 月 19 日(日)
場所 ：新湊漁港周辺一帯
内容 ：登録パンフレット＆風船配布
*富山 LC 例会「しあわせ運べるように」公開例会
日
：10 月 13 日(祝)
場所 ：富山第一ホテル
内容 ：登録パンフレット配布

助成金・寄附金・賛助会費・募金等
に関するご報告

《10月の事業実績の概要》
・献眼登録者数
年度累計

23名
60名

・献眼者数
年度累計

4名
15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

¥490,000
¥2,191,495

・賛助会費収入
年度累計

¥6,000
¥548,000

・募金収入
年度累計

¥24,119
¥138,699

[寄附金等収入合計]

¥5,378,194

（10/１～10/31 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
入善ライオンズクラブ&雨竜ライオンズクラブ
200,000 円
魚津ライオンズクラブ
100,000 円
富山いきいきライオンズクラブ
100,000 円
砺波ライオンズクラブ
30,000 円
泉 豊子
20,000 円
野村謹吉(砺波 LC)
20,000 円
大浦 均(富山いきいき LC)
10,000 円
富山セントラルライオンズクラブ
10,000 円
賛助会費
[個人] 高平 伸･竹腰治一郎(以上 2 名立山 LC)
募金
ポプラ高岡泉ヶ丘店
8,405 円
ポプラ戸出春日店
7,110 円
オレンジマート モア店(八尾婦中 LC)
4,493 円
富山赤十字病院眼科外来
4,111 円

ありがとうございます
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