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5 名の方から献眼をいただきました
去る 11 月 4 日、射水市の 60 歳代男性より献眼をしていただきました。献眼登録を
されていた方で、ご本人の意思を尊重されて、ご家族からの申し出による提供でした。
去る 11 月 7 日、富山市の 80 歳代女性より献眼をしていただきました。病院が意思
確認を行ったところ、ご家族が希望されての提供でした。
去る 11 月 18 日、富山市の 80 歳代男性より献眼をしていただきました。病院が意思
確認を行ったところ、ご家族が希望されての提供でした。そして、1R2Z 副 ZC 豊岡 正
氏(富山西 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。
去る 11 月 18 日、高岡市の 80 歳代女性より献眼をしていただきました。ご家族から
申し出をいただいての提供でした。
去る 11 月 21 日、富山市の 60 歳代女性より献眼をしていただきました。病院が意思
確認を行ったところ、ご家族が希望されての提供でした。葬儀には事務局が参列させ
ていただきました。

本当にありがとうございました
ご寄附をいただきました
◆氷見 LC 第 1384 回例会にて講演と寄附
去る 11 月 2 日、氷見商工会議所で開催された氷見ライ
オンズクラブの第 1384 回例会にて、
「献眼であなたにもで
きます光のおくりもの」と題して入江コーディネーターが
講演させて頂きました。
また、ライオンズクラブ国際協会 100 周年記念事業とし
て開催されたチャリティコンサートの基金をご寄付いた
だきました。飯田会長より目録が贈呈され、大黒理事長よ
り感謝状を伝達いたしました。
◆富山西 LCCN45 周年記念式典にて寄附
去る 11 月 3 日、富山第一ホテルで開催された富山西ラ
イオンズクラブ CN45 周年記念式典にて、ご寄附をいただ
きました。山口勝康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。

◆大山 LCCN45 周年記念式典にて寄附
去る 11 月 23 日、富山第一ホテルで開催
された大山ライオンズクラブ CN45 周年記
念式典にて、ご寄附をいただきました。二
川新祐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。

◆富山雷鳥 LCCN45 周年記念式典にて寄附
去る 11 月 25 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
CN45 周年記念式典にて、ご寄附をいただき
ました。山森峰克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。

◆富山平成 LCCN25 周年記念式典にて寄附
去る 11 月 24 日、富山第一ホテルで開催された富山平成ラ
イオンズクラブ CN25 周年記念式典にて、ご寄附をいただき
ました。五十嵐 務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 LC 主催「献眼登録の集い」で講演と DVD 上映
去る 11 月 16 日、新湊第一インにて、新湊ライオンズクラブ主催の
「献眼登録の集い」が開催されました。
最初に啓発 DVD「ひかり」の上映が行われ、続いて入江 Co が「あ
なたにもできます光の贈り物」と題して講演させて頂きました。また、
アレマー玉井さんのマジックショーも催され、100 名を超える方にお
集まりいただきました。会場では献眼登録受付も実施されました。
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◎
*高岡南 LC
月日：11 月 10 日(木)
場所：高岡市商工会 3 階
・献眼登録申込書も受け取りました
*砺波 LC
月日：11 月 16 日(水)
場所：福野産業文化会館
・献眼登録申込書も受け取りました

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◎
*高岡フラワーLC(ＣＮ１０周年記念事業
月日 ：10 月 28 日(金)
場所 ：高岡市ふれあい福祉センター
内容 ：献眼啓発チラシ配布
*高岡アラート LC
月日 ：11 月 6 日(日)
場所 ：イオンモール高岡
内容 ：登録パンフレット配布
*富山みなと LC
月日 ：11 月 12 日(土)
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(水)
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

第８回チャリテイージャズコンサート)

ご協力ありがとうございました。
◆いきいきとやま第 29 回健康と長寿の祭典に参加
去る 11 月 8 日･9 日、富山県民会館にて、いきいきとやま第 29 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、9 日午後からは、富山大学附属病院眼科
の上田朋子先生をお招きして、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。
◆平成 28 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 15 日、サンフォルテにて平成 28 年度第 4 回院内移植コーディネーター連絡会
が開催され、小西事務局員が参加しました。
聖マリアンナ医科大学重症患者専門看護師である藤野智子先生の「救急集中治療領域フィ
ジカルアセスメントとデータの見方」と題した講演を拝聴しました。
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◆第 75 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 75 回富山眼科集
談会に入江コーディネーターと小西事務局員が参加しまし
た。
特別講演は、京都府立医科大学眼科教授の外園千恵先生
で、
「角膜上皮ステムセル疲弊症のリスクマネジメント」と
題した講演を拝聴しました。

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
氷見ライオンズクラブ
1R2Z ガバナー公式訪問(9/15)
株式会社北陸電設(富山みなと LC)
株式会社マルチョウ神戸屋(富山みなと LC)
富山平成ライオンズクラブ
富山雷鳥ライオンズクラブ
富山西ライオンズクラブ
大山ライオンズクラブ
豊田耕一
畠山志郎(富山みなと LC)
高岡南ライオンズクラブ(商品券)
砺波ライオンズクラブ
屋根慎二
町田スゞエ
二上 功

241,000 円
100,000 円
100,000 円
100,000 円
100,000 円
50,000 円
50,000 円
30,000 円
20,000 円
10,000 円
10,000 円
10,000 円
3,000 円
3,000 円
2,000 円

賛助会費
[個人] 石川雅朗・高岸和男・寺﨑達二・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・入井孝博・大﨑利明・石﨑敬治・野崎唯吉・濱多等志・
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・谷川 悠・畠山敏一・澤飯公臣・村椿 晃・石川勝康・長岡貴啓(以上 54 名、魚
津 LC)
募金
フェルベール(高岡アラート LC)
美濃屋(高岡アラート LC)

ありがとうございます

《11月の事業実績の概要》
4,679 円
3,548 円

・献眼登録者数
年度累計
・献眼者数
年度累計

37名
106名
5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

¥829,000
¥2,106,500

・賛助会費収入
年度累計

¥162,000
¥802,000

・募金収入
年度累計

¥8,227
¥196,800

[寄附金等収入合計]

¥5,605,300

