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認定サポーター講習会並びに献眼登録確認フォローアップ事業研修会を開催 

去る 11月 29日、富山第一ホテルにて日本ア
イバンク協会認定サポーター講習会並びに献眼
登録確認フォローアップ事業研修会を開催し、日
本アイバンク協会常務理事の西田輝夫先生にご
講演を、同協会事務局長の泉 厚彦氏にフォロー
アップ事業のご説明をしていただきました。 
県内のライオンズクラブメンバーや院内移植

コーディネーターなど、計 112名がご参加くださ
り、西田先生の講演を熱心に、時に笑いが起こり
つつ、聴いてくださっていました。 

 
ご講演くださった西田先生をはじめ、ご参加くださった皆様に感謝申し上げます。 

４名の方からご献眼いただきました 

去る 11 月 15日、高岡市の 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、大黒幸雄理事長

が弔辞を奉読いたしました。 

去る 11 月 18日、射水市の 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ご提供となりました。2R2ZC石村正男氏(新湊

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、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、高岡市 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ご提供となりました。ガバナー感謝状を持参し、

事務局がお見送りいたしました。 

去る 11 月 28日、南砺市の 80歳代男性よりご献眼いただきました。献眼登録をされ

たところで、ご本人の意思を尊重しての提供となりました。2R3Z地区 PR･ライオンズ

情報委員松井謙二氏(砺波 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 

平成 26 年度啓発ポスターと広報誌が完成いたしました 

平成 26年度啓発ポスターと、広報誌「富山県アイバンク
だより第 20号」が完成しました。 
 既に各所へお送りさせていただいておりますが、お手元
に届きましたらご掲示・ご一読くださいませ。 
 本年度のポスターのモデルは、NHKのど自慢チャンピオ
ン大会 2014グランドチャンピオンの櫻井麻那さん(魚津市
出身)です。撮影は、政二好治さん(富山雷鳥 LC)です。 
 広報誌には、多くの方にご寄稿いただきました。ありが
とうございました。 

 

 

  



◆富山南 LCCN40 周年記念式典にて寄附 

 去る 11月２日、ホテルグランテラス富山

で開催された富山南ライオンズクラブ

CN40周年記念式典にて、ご寄附をいただき

ました。山﨑義明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。 

◆新湊 LCCN50周年記念式典にて寄附 

 去る 11月８日、第一イン新湊で開催され

た新湊ライオンズクラブ CN50周年記念式

典にて、ご寄附をいただきました。八嶋祐

太郎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。 

◆高岡古城 LCCN50周年記念式典にて寄附 

 去る 11月８日、射水神社で開催された高

岡古城ライオンズクラブ CN50周年記念式

典にて、ご寄附をいただきました。記念事

業部会長金森一郎氏より記念アクティビテ

ィの発表がありました。 

◆カモの会より寄附 

 去る 11月 22日、太閤山カントリークラ

ブにてカモの会チャリティーコンペが開催

され、チャリティー金の贈呈式がオークス

カナルパークホテル富山で行われました。

長谷川達雄会長より寄附金を賜り、森常務

理事が感謝状を伝達いたしました。 

◆富山雷鳥 LCCN43 周年記念例会にて献眼登録申込と寄附 

 去る 11月 27日、ホテルグランテラス富山で開催された富山雷鳥ライオンズクラブ CN43

周年記念式典にて、新規の献眼登録お申込み 109名分とご寄附をいただきました。太田 

茂会長より目録をたわまり、大黒理事長が感謝状を伝達いたしました。 
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◎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 11日(火) 

場所 ：バロー石坂店 

内容 ：登録パンフレット＆風船配布 

*公立南砺中央病院介護の日ふれあいイベント 

日 ：11月 11日(火) 

場所 ：公立南砺中央病院１階 

内容 ：登録パンフレット＆風船配布 

*氷見 LC 

日 ：11月 23日(日) 

場所 ：ハッピータウン氷見  

内容 ：登録パンフレット＆風船配布 

 

◆いきいきとやま第 27回健康と長寿の祭典に参加 

 去る 11月 27日･28日、富山国際会議場にてい

きいき富山第 27回健康と長寿の祭典が開催され

ました。アイバンクは２階にブースを出し、角膜

の透明性を保つ重要な役割をしている「角膜内皮

細胞」の測定を行いました。また、27日午後か

らは、富山大学附属病院眼科の大塚光哉先生をお

招きして、眼の健康相談も行いました。 

 ご来場くださった皆様、ありがとうございまし

た。 

  

  



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 
一般社団法人富山県ビルメンテナンス協会 500,000円 

富山南ライオンズクラブ 200,000円 

髙瀬清春(富山 LC) 110,000円 

高岡古城ライオンズクラブ 100,000円 

新湊ライオンズクラブ 100,000円 

富山雷鳥ライオンズクラブ 50,000円 

豊田耕一･西野 澄 各 20,000円 

宮岸 武(富山 LC ) 16,000円 

老子きぬい･武田 宏･作村佐智子･松本のり子･佐藤善政(富山南 LC)･シオンホール花みずき

(富山神通 LC)･森田忠雄(富山神通 LC)･富山コピー販売株式会社(富山いきいき LC) 

 各 10,000円 

藤巻篤子･百澤千賀子 各 9,000円 

山中義正,千津子,路代･山元 廣･竹田市次･米田 進･野田俊勝･大井山淑美･山尾佳史(富山

LC)･寺本龍昭(富山セントラル LC)･黒川哲夫(富山神通 LC)･堀 壽夫(高岡フラワーLC) 

 各 5,000円 

森川慎一･尾山和子･宇波喜久男･千龍義信,かな子･稲場トシ子･蓮田カヲル･佐竹幸江･ 

跡治幸子･矢木義人･米澤 務･菅原峻司･奥村豊明･中西広一･南 正子･谷野克巳･林 朝夫･ 

金戸律子･七澤政時･田之下和美･宮島さだ子･元野清光･村上すず子･堀 ヤヱ子･炭谷洋子･ 

寺澤和美･稲村栄勝･山田和枝･松倉義子･幾島かをる･鹿島うら子･廣瀬静子･中村正根･ 

山崎和子･長瀬美智子･林 巌(富山神通 LC)･彦田甚一(高岡フラワーLC) 各 3,000円 

宇隨 久･荒井清勝･坂林義夫･飯野茂昭･筒井町子･今村義和 各 1,000円 

 

賛助会費 

[個人]  斉藤譲一、野尻登美子、石川雅朗･高岸和男･寺﨑達二･岡本賢三･伊東紀一･ 

清河 衛･小坂 章･吉崎 実･富山 剛･大沢範洋･境 伸･慶野耕一･稗苗清吉･高縁 勲･ 

油本 茂･谷口正明･本元幸俊･髙縁 勉･八木 洋･入井孝博･大﨑利明･石﨑敬治･野崎唯吉･ 

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･高林 敏･加藤樹永･三井田一博･大江功一郎･吉崎 剛･綿屋和美･ 

吉田 讓･尾崎 誠(以上 49名魚津 LC) 

 

募金  

カモの会 77,700円 

氷見ライオンズクラブ 24,000円 

ますだ眼科医院 7,795円 

いきいきとやま･第 27回健康と長寿の祭典 200円 
 

 

 ありがとうございます  
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・献眼登録者数 120名
　年度累計 180名

・献眼者数 4名
　年度累計 19名

・奉仕銀行助成金 ¥0
　年度累計 ¥2,500,000

・寄附金収入 ¥1,378,000
　年度累計 ¥3,569,495

・賛助会費収入 ¥153,000
　年度累計 ¥701,000

・募金収入 ¥109,695
　年度累計 ¥248,394

[寄附金等収入合計] ¥7,018,889

《11月の事業実績の概要》

 


