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ガバナー公式訪問にてご寄附いただきました
去る８⽉ 5 ⽇、富⼭第⼀ホテルにて開催された、ライオンズクラブ国際協会 334-D
地区 1 リジョン 1 ゾーンガバナー公式訪問にて、記念事業として富⼭ LC･富⼭みなと
LC･富⼭雷⿃ LC･富⼭南 LC･富⼭東 LC･富⼭平成 LC･富⼭ちゅうりっぷ LC･富⼭⾼志 LC
の 8LC より寄附⾦を賜りました。
去る８⽉ 19 ⽇にラポールにて開催された、ライオンズクラブ国際協会 334-D 地区
２リジョン２ゾーンガバナー公式訪問にて、記念事業としてご寄付を賜りました。
2R2ZC 延澤泰明⽒(⼩杉 LC)より⼤⿊理事⻑へ寄附⾦が贈呈され、⼤⿊理事⻑が氷⾒
LC・⾼岡伏⽊ LC・新湊 LC・⼩杉 LC・⼤⾨ LC の 5LC それぞれの会⻑へ感謝状の伝達
をいたしました。
去る８⽉ 26 ⽇に草の家にて開催された、ライオンズクラブ国際協会 334-D 地区２
リジョン３ゾーンガバナー公式訪問にて、記念事業としてとなみセントラル LC・砺波
LC の 2LC より寄附⾦を賜りました。2R3ZC 五島⾠夫⽒(となみセントラル LC)より⼤
⿊理事⻑へ寄附⾦が贈呈され、⼤⿊理事⻑が感謝状の伝達をいたしました。
ご寄附いただきました LC の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

５名の方からご献眼いただきました
去る８月２日、富山市の 80 歳代男性よりご献眼いただきました。ライオンズメンバー
様のご尊父様で、献眼登録をされていました。1R2ZC 宮前宏司氏(八尾婦中 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８月 12 日、砺波市の 60 歳代男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、その意思を尊重してのご提供となりました。2R3ZC 五島辰夫氏(となみセント
ラル 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８月 18 日、高岡市の 90 歳代女性よりご献眼いただきました。LC メンバーのご母
堂様で、10 年前にご主人様も献眼されており、献眼登録をされていました。副 2R2ZC 高
松和宏氏(大門 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８月 23 日、高岡市の 70 歳代女性よりご献眼をいただきました。病院が意思確認
をおこなったところ、意思表示カードをお持ちで、ご家族がその意思を尊重され献眼を
ご希望されました。事務局がご葬儀に参列させていただきました。
去る 8 月 23 日、富山市の 90 歳代男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、その意思を尊重してのご提供となりました。1R2ZC 宮前宏司氏(八尾婦中 LC)
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

◆第 1 回 1R 合同地区ガバナー諮問委員会にて講演
去る８月１日、富山第一ホテルにおいて開催されたライオンズクラブ国際協会
334-D 地区第１回１リジョン合同地区ガバナー諮問委員会四献・環境保全委員会
にて、入江コーディネーターが「アイバンク組織と活動について」と題して講演
させていただきました。
講演の場を設けてくださり、感謝申し上げます。

◆富山県 LC 奉仕銀行常任委員会・評議員会に参加
去る８月 28 日、富山第一ホテルにて富山県ライオンズクラブ奉仕銀行常任委員
会並びに評議員会が開催され、大黒理事長と入江コーディネーターが出席いたし
ました。
評議員会では、大黒理事長が平素からのご支援に対する感謝の言葉を述べて、
平成 26 年度事業報告並びに決算報告を行いました。
平成 27 年度も例年通り助成金をいただくことになりました。
ありがとうございました。

◆済生会高岡病院で講演
去る８月 17 日、済生会高岡病院にて移植講演会
が開催されました。入江コーディネーターが「献眼
の意思を尊重するためには」と題し、済生会高岡病
院での事例、県内の献眼の実績と特徴、意思の確認
方法などについて講演させていただきました。
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。
◆日本組織移植学会学術集会とコーディネーターセミナーに参加
去る８月 29 日、シティプラザ大阪にて第 14 回日
本組織移植学会が開催され、原コーディネーターが
参加し、「富山県アイバンクにおける過去７年間の
ドナー発生状況の変化」と題して発表いたしまし
た。
翌 30 日、シティプラザ大阪にて平成 27 年度第１
回コーディネーター合同セミナーが開催され、原コ
ーディネーターと吉田事務局員が参加しました。平
成 27 年度第 1 回認定医セミナーも同時に行われ、
組織移植(角膜･心臓弁･血管･膵島･皮膚･骨･羊膜)の提供･移植
に関する最新の知識について学びました。
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富山みなと LC 主催「第 6 回第 2 地区体育協会パークゴルフ大会」にて
ご寄付をいただきました
去る８月 30 日、富山市パークゴルフ場で開催され
た、富山みなと LC 主催「第６回第２地区体育協会パ
ークゴルフ大会」にて、寄附金を賜りました。
寄附金をいただくのは、今年で３回目となります。
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 ◎
*高岡志貴野 LC
日 ：８月９日(日)
場所 ：イオンモール高岡
内容 ：登録パンフレット配布

*小杉 LC
日 ：８月 1 日(土)
名称 ：ふるさと商工まつり in 射水
場所 ：射水市役所小杉庁舎前広場
内容 ：登録パンフレット＆風船配布
募金活動

◆氷見市民病院「夏休み親子ふれあい医療フェスティバル」で啓発
去る８月２日、金沢医科大学氷見市民病院にて開催され
た「第４回夏休み親子ふれあい医療フェスティバル」で啓
発活動をさせていただきました。
氷見市民病院の院内移植コーディネーターが、臓器提
供・アイバンク啓発のブースをご設置くださり、パンフレ
ットや風船を配布いたしました。
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
（８/１～８/31 まで）敬称略
寄附金
石村正男(新湊 LC)
100,000 円
2R2Z ガバナー公式訪問
100,000 円
1R1Z ガバナー公式訪問
90,000 円
2R3Z ガバナー公式訪問
50,000 円
富山みなとライオンズクラブ
12,000 円
(第６回第２地区体育協会パークゴルフ大会)
賛助会費
[法人] 富山昭和ライオンズクラブ
募金
小杉ライオンズクラブ
ポプラ伏木古府店
済生会富山病院 眼科外来

38,562 円
11,477 円
5,224 円

ありがとうございます
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《8月の事業実績の概要》
・献眼登録者数
年度累計

7名
83名

・献眼者数
年度累計

5名
12名

・奉仕銀行助成金
年度累計

¥0
¥1,250,000

・寄附金収入
年度累計

¥352,000
¥991,000

・賛助会費収入
年度累計

¥10,000
¥551,000

・募金収入
年度累計

¥55,263
¥132,510

[寄附金等収入合計]

¥2,924,510

