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永栄会様よりご寄附 
去る 7月 30日、太閤山カントリークラブに

て開催された永栄会チャリティゴルフ大会にて
ご寄附を賜りました。永栄会様は、永森建設工
業株式会社会社の協力会社の皆様で構成されて
います。会長の松坂 稔氏より寄附金を贈呈さ
れ、大黒理事長が感謝状を伝達いたしました。 
ありがとうございました。 

４名の方からご献眼いただきました 

去る７月４日、富山市の 80歳代女性よりご献眼いただきました。元 LCメンバー様

でアイバンク元評議員でもあり、献眼登録をされていました。以前にご主人もご献眼

されており、ご本人の意思を尊重してのご提供でした。1R1ZC山城篤志氏(富山南 LC)

よりガバナー感謝状の伝達が行われ、大黒理事長が弔辞を奉読いたしました。 

去る７月 10 日、富山市の 70歳代男性よりご献眼いただきました。献眼登録をされ

ており、ご家族に以前から提供意思をお伝えされていました。事務局がご葬儀に参列

させていただきました。 

去る７月 26 日、富山市の 90歳代男性よりご献眼いただきました。病院がご家族に

意思確認をおこなったところ、誰かの役にたてるならと献眼をご希望されました。

1R3ZC杉本學重氏(滑川 LC)よりガバナー感謝状の伝達が行われ、大黒理事長が弔辞を

奉読いたしました。 

去る７月 30 日、60歳代女性よりご献眼いただきました。献眼登録をされており、

ご家族へもお話されていらっしゃいました。1R3ZC杉本氏よりガバナー感謝状の伝達

が行われ、宮岸副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 

◆市立砺波総合病院にて講演 

 去る７月９日、市立砺波総合病院にて同

院臓器・組織提供に関する委員会によるグ

リーフケア研修会が開催されました。入江

コーディネーターが「献眼と想いを聴くと

いうこと」と題して講演をさせていただき

ました。職員の皆様にはお忙しい中、聞い

ていただきありがとうございました。 

◆入善 LC例会にて報告 

 去る７月 21日、うるおい館にて開催され

た入善ライオンズクラブ第 1100回例会に

て、アイバンクの組織と活動について説明

をさせていただきました。 

メンバー様からの登録もいただきまし

た。ありがとうございました。 

◆LC2R合同諮問委員会にて協力依頼 

 去る７月 31日、ホテルニューオータニ高

岡にてライオンズクラブ国際協会 334-D地

区２リジョン合同第１回ガバナー諮問委員

会が開催されました。 

入江コーディネーターが出席し、献眼登録

の推進と啓発活動についてご協力をお願い

いたしました。 

貴重なお時間をいただきまして、ありが

とうございました。 
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助成金･寄附金･賛助会費･募金等に関するご報告 
（７/１～７/31まで）敬称略 

 

 

寄附金 
永栄会(小杉 LC) 100,000円 

吉田 隆(となみセントラル LC) 30,000円 

伊賀 肇(富山平成 LC) 10,000円 

笠島 眞(高岡南 LC) 10,000円 

 

募金 

山崎眼科医院 16,472円 

ポプラ戸出春日店 4,351円 

富山大学附属病院眼科外来 3,566円 
 
 

 

 ありがとうございます  

アイバンク啓発活動にご協力いただきました 
７月は４つのイベントで、アイバンク啓発活動をさせていただきました。 

ご協力賜りました皆様に、感謝申し上げます。(敬称略) 
●オフィスケィ(富山サンダーバーズプレゼンツマッチイベント) 

日 ：７月４日･５日 

場所：県営富山野球場 

内容：アイバンクブースの設置、登録パンフレット＆風船配布、登録受付 

●富山みなと LC(WAGO!だらまつり) 

日 ：７月 26日 

場所：四方海浜公園特設会場 

内容：登録パンフレット＆風船配布、登録受付 

●氷見 LC(献血&献眼啓発 Act.) 

日 ：７月 26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、登録受付 

●富山県眼科医会 目の健康講座 

日 ：７月 26日 

場所：富山国際会議場 

内容：登録パンフレット配布 

◆アイバンク連絡会とワークショップセミナーに参加 

 東京国際フォーラムにおいて、日本アイバンク協会主催の地区別広域活動連絡会･全国

連絡協議会(７月 24日)とワークショップセミナー(７月 25日)に参加しました。 

両連絡会には、大黒理事長と原事務局員が参加

しました。アイバンク情報システムや強膜のあっ

せんについて議論されました。 

セミナーには、吉田事務局員と原事務局員が参

加しました。公平なあっせんを行うべく要点の復

習と情報システムや情報セキュリティについて講

演がありました。 

・献眼登録者数 22名
　年度累計 76名

・献眼者数 4名
　年度累計 7名

・奉仕銀行助成金 ¥0
　年度累計 ¥1,250,000

・寄附金収入 ¥150,000
　年度累計 ¥639,000

・賛助会費収入 ¥0
　年度累計 ¥541,000

・募金収入 ¥24,389
　年度累計 ¥77,247

[寄附金等収入合計] ¥2,507,247

《7月の事業実績の概要》
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理事会を開催しました 
去る７月 13日、富山第一ホテルにて理事会を開催し、「理事長・副理事長・常務理

事の選定について」「相談役について」「組織図について」の３題について審議を行いま
した。理事任期満了にともない、去る６月 19日の評議員会にて理事の選任が行われて
おります。理事役員名簿は、以下の通りです。 

敬称は略させていただきます。新任理事は()内に所属等を記させていただきます。 

退任理事のみなさま、ありがとうございました 
今回理事を退任された方は、以下の通りです。(敬称略) 

アイバンクの事業推進にご尽力をたまわり、本当にありがとうございました。 

山崎康至(元富山県厚生部長) 石坂博信(元富山社会福祉協議会専務理事) 
清水英子(元富山県善意銀行副理事長) 高田順一(富山昭和 LC) 
林 巌(富山神通 LC) 
清水宏篤(2013~2014年度 1R2ZC) 佐々木照之(2013~2014年度 1R3ZC) 
水持隆繁(2013~2014年度 2R1ZC) 石黒 稔(2013~2014年度 2R3ZC) 
山尾佳史(2013~2014 年度 1R1Z 四献委員) 岡畑清二(2013~2014 年度 1R2Z 四献委員) 
柴田和弘(2013~2014 年度 1R3Z 四献委員) 黒崎春久(2013~2014 年度 2R2Z 四献委員) 
今井 司(2013~2014年度 2R3Z四献委員) 高平 伸(2014~2015年度 1R3ZC) 
石崎俊彦(2014~2015年度 2R3ZC) 髙木ちとせ(2014~2015年度 2R1Z四献委員) 

 

理事長 大黒幸雄 
副理事長 宮岸 武･伊勢豊彦 
常務理事 野村謹吉･森 弘 
名誉理事 高田 眞 
理事 本村哲明･岡本武勇･金井澄子･寺﨑達二･笠島 學･牧 亨･藤巻篤子･ 
吉田 隆･林 篤志･中尾順一･木村正明･磯野敏雄･尾間 央･井内 努(富山県厚生部長)･ 
上野和博(富山県社会福祉協議会専務理事)･狩野俊哉･藤塚由紀子･宮本眞弓･ 
井村昭彦(高岡フラワーLC)･筏井晴夫(高岡フラワーLC)･門前昌志(富山 LC)･畠山志郎･ 
松下栄信･川岸広幸･金田賢行･石村正男･内野 忠･湊 恒成･愛場正利･坂東 実･下保正信･ 
山城篤志(1R1ZC)･宮前宏司(1R2ZC)･杉本學重(1R3ZC)･藤田整司(2R1ZC)･ 
延澤泰明(2R2ZC)･五島辰夫(2R3ZC)･廣瀬 淳(1R四献委員)･芝山重憲(2R四献委員) 

名誉顧問 高田順一(富山昭和 LC) 
相談役 中川忠昭(富山県議会議員/富山 LC)･渡辺守人(富山県議会議員/高岡 LC) 

 みなさま、どうぞよろしくお願いいたします。


