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新春にあたりご挨拶を
公益財団法人富山県アイバンク 理事長 大黒幸雄
皆様には、穏やかな新春をお迎えになられたこと、お喜び申し上げます。
世界のライオンズクラブが、最も大きな奉仕活動として、アイバンク活動を行うべく、世界各地に
展開している事業であることをご理解いただいていると存じます。富山県でこの事業を始めて早や
三十年近くを経て参りました。この間、県民の皆様のご協力を頂き眼から光を失った方々に、明る
い世界での再出発をなさる機会をお渡ししております。
平成二十八年四月から十二月末までに二十五名の方から献眼頂き、年間少しずつ献眼いた
だく方が増えており感謝に堪えません。これは我々と共に努力頂いております富山県ライオンズク
ラブメンバーとアイバンクスタッフの努力の成果であり、この方々にも深く感謝いたしております。
しかし、移植希望の方々に満足頂くにはまだまだ不足です。日本では五十四のアイバンクが作業
を致しており、富山県の献眼率は上位にありますが、全国的には常に不足を訴えております。先ず
は富山県の方々に満足を頂く事が大事ですが、全国のアイバンクの献眼状況改善にも働きかけ
なくてはならないと考えております。アイバンク活動は、世界に誇るライオンズクラブの奉仕活動で
す。県民の方々のご理解とご協力を強くお願いを申し上げる次第です。
平成二十九年一月吉日

7 名の方からご献眼いただきました
去る 12 月 4 日、上市町の 30 歳代男性より献眼いただきました。生前にご本人が献眼を希望さ
れ、その意思を尊重されての提供でした。
去る 12 月 9 日、射水市の 90 歳代女性より献眼いただきました。以前にご主人様も献眼されて
おり、献眼登録をされていた方で、その意思を尊重しての提供でした。葬儀には事務局が参列
させていただきました。
去る 12 月 13 日、高岡市の 70 歳代男性より献眼いただきました。元 LC メンバーで、病院が意
思確認を行ったところ、献眼登録をされており、その意思を尊重されての提供でした。
去る 12 月 14 日、富山市の 60 歳代男性より献眼いただきました。病院が意思確認を行ったと
ころ、生前にご本人が「役に立ちたい」とおっしゃられていたそうで、ご家族が希望されての
提供でした。
去る 12 月 21 日、富山市の 60 歳代男性より献眼いただきました。病院が意思確認を行ったと
ころ、ご家族が希望されての提供でした。1R2ZC 鋪田博紀氏(富山神通 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 12 月 26 日、高岡市の 70 歳代女性より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提供でした。2R1ZC 工藤光也氏(高岡フラワー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 12 月 30 日、魚津市の 70 歳代女性より献眼いただきました。LC メンバーのご家族で、献
眼登録をされていたました。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、
大黒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

◆1R2ZC 就任記念チャリティーゴルフ大会にてご寄附
去る 10 月 3 日、富山カントリークラブにて、1 リジョン 2 ゾーン鋪田博紀チェアパーソン就
任記念チャリティーゴルフ大会が開催され、寄付金をいただきました。
ありがとうございました。
◆富山セントラル LC 共催イベントにて啓発活動と募金活動
去る 12 月 10 日、グランドプラザにて、富山セントラルライオンズクラブ共催「サンタフ
ェスタ 2016」で、ライオンズクラブ 100 周年記念のアクティビティとして、啓発活動と募金
活動を行いました。
ご協力いただき、ありがとうございました。

◆かみいち総合病院にて講演
12 月 14 日、かみいち総合病院にて院内研修会が開催され、
「これからの献眼対応について」
と題して入江コーディネーターが講演しました。院内コーディネーター、訪問看護ステーショ
ンの看護師さんとの連携による在宅ケアの患者様の献眼事例をご紹介しました。
訪問看護ステーションの看護師さんより、グリー
フケアのために献眼された方のご自宅へ伺ったとこ
ろ、ご家族様から「本人の意思を尊重できてよかっ
た。移植の報告を聞けて安心した。本当に良かった」
とおっしゃられていたとのことをお聞きしました。
これからはこのような事例が多くなっていくと思わ
れるため、協力をお願いしました。

◆広報委員会 PR 部会を開催
去る 12 月 9 日、富山県民会館にて、広報委員会 PR 部会を
開催いたしました。今年度のポスターと、広報誌「富山県ア
イバンクだより第 22 号」発行に向け、牧委員長を中心に話し
合いを行いました。

◎アイバンク啓発活動に協力いただきました◎
*オフィスケイ
月日 ：12 月 23 日(金)
場所 ：ユウタウンウエストプラザ
内容 ：登録パンフレット・風船配布
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助成金・寄附金・賛助会費・募金等に関するご報告
（12/１～12/31 まで）敬称略
寄附金
髙瀬清春(富山 LC)
110,000 円
LC１R２Z 鋪田博紀チェアパーソン就任記念チャリティーゴルフ
100,000 円
伊勢豊彦(高岡古城 LC)
50,000 円
旧制富山高等学校尋常科最終回生夏雲会代表太田 茂(富山雷鳥 LC)
33,908 円
伊勢豊彦(高岡古城 LC)
10,500 円
有限会社サトー企画(富山南 LC)
5,000 円
北信運輸株式会社(富山神通 LC)
5,000 円
中日本電産株式会社
5,000 円
屋根 愼二
3,000 円
松島 重雄
3,000 円
ロータリー富山販売株式会社(富山平成 LC)
2,000 円
有限会社伸栄総業(富山平成 LC)
2,000 円
エスデン 上袋店
2,000 円
ミツノ広告株式会社
2,000 円
ユタカ電設株式会社
2,000 円
コスモ・ハウス
2,000 円
高見隆夫(富山平成 LC)
2,000 円
永森良夫
2,000 円
飯野茂昭
2,000 円
荒井清勝
2,000 円
賛助会費
[個人] 鳥山 博・渡邊一三・増井 修・山崎泰邦・新多勇人・竹本 毅・戸澤秀行(以上 7
名、高岡伏木 LC)
[法人] となみセントラルライオンズクラブ・富山セントラルライオンズクラブ
東光運輸株式会社・丸進商事株式会社・有限会社北高運輸・有限会社笹島商事・
伏木海陸運送株式会社・北陸エンジニアプラスチック株式会社・
伏木貨物自動車株式会社 ・株式会社マルチ･アクセス･カンパニー(以上 8 社、高岡伏木 LC)
募金
富山セントラルライオンズクラブ
50,000 円
ポプラ高岡泉ヶ丘店
13,829 円

ありがとうございます

《12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

15名
121名
7名
25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

¥345,508
¥2,451,908

・賛助会費収入
年度累計

¥211,000
¥1,013,000

・募金収入
年度累計
[寄附金等収入合計]

¥63,829
¥260,629
¥6,225,537

