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３名の方からご献眼いただきました
去る 11 月 12 日、高岡市の 70 歳代男性よりご献眼いただきました。意思表示カード
を所持していた方で、病院が意思確認を行ったところ、そのご意思を尊重してご提供
となりました。
去る 11 月 12 日、富山市の 70 歳代男性よりご献眼いただきました。元ライオンズク
ラブメンバーで献眼登録をされていた方でした。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、森常務理事が弔辞を奉呈いたしました。
去る 11 月 30 日、滑川市の 80 歳代男性よりご献眼いただきました。元ライオンズク
ラブメンバーで献眼登録をされていた方でした。副 1R3ZC 上田和男氏(入善 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呈いたしました。

本当にありがとうございました
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 28 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ま
した。日本アイバンク協会常務理事の西田輝夫先
生に「角膜移植とアイバンクについて」「角膜移
植医療とアイバンク活動の推進」と題してご講演
いただき、啓発用 DVD「ヒ・カ・リ」が上映され
ました。その後、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 76 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。

平成 27 年度啓発ポスターが完成いたしました
平成 27 年度啓発ポスターが完成しました。
本年度のポスターのモデルは、歌手の Tomomi さ
んです。
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くださいませ。
<Tomomi さん プロフィール>
1981 年 11 月２日生まれ。
吉田忠裕 YKK 会長の三女で、神奈川県生まれる。米国の
名門バークリー音楽大を卒業し、2006 年に歌手デビュ
ー。2014 年春から黒部市に生活の拠点を移し、ヤギの乳
を使ったチーズ作りの傍ら、各地でライブ活動を展開して
いる。
北陸電力や北陸銀行の CM 曲などを歌っている。

◆富山南 LC41 周年記念例会にて講演
去る 11 月２日、富山電気ビルで開催され
た富山南ライオンズクラブ CN41 周年記念
例会にて、入江コーディネーターが、
「アイ
バンクについて」と題して講演させていた
だきました。

◆大門 LC50 周年記念式典にて寄附
去る 11 月７日、ホテルニューオータニ高
岡で開催された大門ライオンズクラブ
CN50 周年記念式典にて、ご寄附をいただき
ました。柳沢 浩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。

◆砺波 LCCN50 周年記念式典にて寄附
去る 11 月８日、福野文化創造センターヘ
リオスで開催された砺波ライオンズクラブ
CN50 周年記念式典にて、ご寄附をいただきま
した。田中幹夫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。

◆滑川有恒 LC 例会にて募金と講演
去る 11 月 17 日、滑川市商工会議所で開
催された滑川有恒ライオンズクラブ例会に
て、募金をいただきました。また、入江コ
ーディネーターが、
「アイバンクについて」
と題して講演させていただきました。

◆富山雷鳥 LCCN44 周年記念例会にて賛助会員申込と寄附
去る 11 月 26 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 CN44
周年記念式典にて、クラブ世帯主会員全員の賛助会員申込とご寄附をいただきました。位寄
正司四献委員長より目録を賜り、宮岸副理事長が内野 忠会長に感謝状を伝達いたしました

◆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 10 日･11 日、富山県民会館にて、いき
いき富山第 28 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、10 日午後からは、富
山大学附属病院眼科の宮越茉莉先生をお招きし
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。

◎例会にて「アイバンクについて」と題して講演させていただきました◎
*八尾婦中 LC
月日：11 月４日(水)
場所：ファボーレ研修室

貴重なお時間をいただき、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◎
*公立南砺中央病院介護の日ふれあいイベント
月日 ：11 月 12 日(木)
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、DVD 上映
*富山みなと LC
月日 ：11 月 14 日(火)
場所 ：バロー石坂店
内容 ：登録パンフレット＆風船配布
*氷見 LC
月日 ：11 月 23 日(月)
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
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◆第 73 回富山眼科集談会に参加
去る 11 月 23 日、富山国際会議場にて第 73 回富山眼科集談会に入江コー
ディネーターと吉田事務局員が参加しました。
特別講演は東邦大学医療センター大森病院眼科の堀 裕一教授で、演題は
「オキュラーサーフェス疾患に対する考え方」でした。オキュラーサーフェ
ス(前眼部)疾患の症例を見ながら、その診断方法や治療法などを学び、とて
も勉強になりました。
◆平成 27 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 27 日、富山国際会議場にて平成 27 年度第４回院内移植コーデ
ーター連絡会が開催され、原コーディネーターが参加しました。
個人情報の取扱など移植医療に関係した情報管理等についての講演が行
ました。また、ポスターの配布も行いました。

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
砺波ライオンズクラブ
大門ライオンズクラブ
富山雷鳥ライオンズクラブ
堀 壽夫(高岡フラワーLC)

150,000 円
100,000 円
50,000 円
5,000 円

賛助会費
[法人] 富山セントラルライオンズクラブ
[個人] 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・石﨑由則・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
・山崎昌弘・野崎唯吉・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・尾谷秀雄・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・米田健一・谷川 悠・畠山敏一
(以上 54 名、魚津 LC)
募金
滑川有恒ライオンズクラブ
富山県立高岡高等学校第 13 回卒業生同窓会
にいかわ信用金庫
高岡市民病院 売店
公立南砺中央病院介護の日ふれあいイベント

ありがとうございます

35,000 円
30,000 円
16,114 円
6,743 円
253 円

《11月の事業実績の概要》
・献眼登録者数
年度累計
・献眼者数
年度累計

46名
177名
3名
18名

・奉仕銀行助成金
年度累計

¥0
¥2,500,000

・寄附金収入
年度累計

¥305,000
¥1,881,421

・賛助会費収入
年度累計

¥172,000
¥723,000

・募金収入
年度累計

¥88,110
¥248,360

[寄附金等収入合計]

¥5,352,781

