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労働厚生大臣感謝状伝達式開催されました
５月１日（木曜日）
、富山県庁特別室にて平成１４年５月から１５年３月までの献眼者１４名のご遺族に対し厚生
労働大臣からの感謝状の伝達式が厳かに開かれました。感謝状は阿部県厚生部長さんよりご遺族お一人お一人に心
をこめて伝達し感謝の意を表されました。伝達式終了後、ご遺族様とアイバンク理事が懇談会を行い献眼時のお話
を聞かせていただきました。
● ４月の献眼者数は、０名(年度累計５名)／４月の献眼登録者数は、７５名(年度累計８２名)

賛助会費･寄付金（3/26～4/30 現在、ご入金いただいた内容） 敬称略 ○有難うございました○
● 賛助会員（法人会員一口１０,０００円）
・ 北日本工芸（富山）１０口
・東光運輸株式会社（高岡伏木）５口
・ 司法書士藤沢実事務所（富山）３口
・高瀬公認会計士事務所（富山）３口
・ 株式会社ガスコムノムラ（砺波）３口
・株式会社押田建設設計事務所（富山）１口
・ 宮岸株式会社富山支店（富山）１口
・富山スガキ印刷株式会社（富山）１口
・ 株式会社広野（富山雷鳥）１口
・有限会社富山県義肢製作所（富山神通）１口
・ 医療法人光ヶ丘病院（高岡）１口
・株式会社セイアグリーシステム（高岡古城）１口
・ 富源商事株式会社（高岡志貴野）１口
・株式会社 MAC（高岡伏木）１口
・ 有限会社平野石油店（高岡伏木）１口
・丸進商事株式会社（高岡伏木）１口
・ 高建設株式会社（高岡伏木）１口
・株式会社ホクジ-（高岡伏木）１口
・ 有限会北高運輸（高岡伏木）１口
・有限会社笹島商事（高岡伏木）１口
・
● 賛助会員（個人会員一口３,０００円）
・岡本武勇（大山）３口
・野村謹吉（砺波）３口
・常川清美（高岡伏木）３口
・頼成善則（八尾婦中）１口 ・水越二郎（新湊）１口
・鎌谷克彦（高岡志貴野）１口
・高田順一（富山昭和）１口 ・戸澤克行（高岡伏木）１口
・山 孝之（高岡伏木）１口
・中村嗣男（高岡伏木）１口 ・中山勝義（高岡伏木）１口
・山崎義平（高岡伏木）１口
・関本正則（高岡伏木）１口 ・寺畑喜朔（高岡伏木）１口
・山下光造（高岡伏木）１口
・瓶谷哲哉（高岡伏木）１口 ・天野隆久（高岡）１口
・在田利男（高岡）１口
・浅野正幸（高岡）１口
・朝山 浩（高岡）１口
・荒木 浩（高岡）１口
・出村康夫（高岡）１口
・藤森秀章（高岡）１口
・濱野正治（高岡）１口
・般若 保（高岡）１口
・原 芳弘（高岡）１口
・林 眞宰秀（高岡）１口
・樋口正樹（高岡）１口
・広島康雄（高岡）１口
・細呂木孝之（高岡）１口
・早木康満（高岡）１口
・筏井俊文（高岡）１口
・石尾嘉清（高岡）１口
・稲見 晃（高岡）１口
・加茂正巳（高岡）１口
・金森伊平（高岡）１口
・笠島 學（高岡）１口
・川田行雄（高岡）１口
・川端徹夫（高岡）１口
・国分繁昭（高岡）１口
・小森泰明（高岡）１口
・米納 勲（高岡）１口
・米谷年晴（高岡）１口
・倉谷 誠（高岡）１口
・松永 彰（高岡）１口
・松木純一（高岡）１口
・松島保男（高岡）１口
・南林 進（高岡）１口
・宮木隆至（高岡）１口
・宮重 清（高岡）１口
・宮田靖雄（高岡）１口
・宗田憲治（高岡）１口
・村上 明（高岡）１口
・村上慎一（高岡）１口
・村谷正博（高岡）１口
・長井弘仁（高岡）１口
・中川正俊（高岡）１口
・中川義男（高岡）１口
・中島 猛（高岡）１口
・西村 盛（高岡）１口
・能作克治（高岡）１口
・大野匡博（高岡）１口
・大坪喜作（高岡）１口
・折橋毅一（高岡）１口
・佐武峻三久（高岡）１口
・佐藤孝志（高岡）１口
・澤田淳一（高岡）１
・塩崎利平（高岡）１口
・城 外喜男（高岡）１口
・炭谷長男（高岡）１口
・杉谷与四雄（高岡）１口
・高田政公（高岡）１口
・高田 壤（高岡）１口
・竹平栄次（高岡）１口
・竹中勝治（高岡）１口
・滝内茂雄（高岡）１口
・丹保司平（高岡）１口
・谷道 巌（高岡）１口
・辻井義雄（高岡）１口
・上野八太郎（高岡）１口
・和田 修（高岡）１口
・若野龍広（高岡）１口
・渡辺正光（高岡）１口
・渡辺守人（高岡）１口
・綿貫 武（高岡）１口
・山口敏雄（高岡）１口
・山岡利昭（高岡）１口
・山内辰夫（高岡）１口
・山崎敬市（高岡）１口
・米本定保（高岡）１口

・吉本輝志（高岡）１口
・石川雅朗（魚津）１口
・籏智清二（魚津）１口
・岡本賢三（魚津）１口
・上里賢治（魚津）１口
・吉崎 実（魚津）１口
・大沢範洋（魚津）１口
・石崎由則（魚津）１口
・木下泰治（魚津）１口
・高縁 勲（魚津）１口
・袋井隆俊（魚津）１口
・本元幸俊（魚津）１口
・八木 洋（魚津）１口
・沢井 進（魚津）１口
・入井孝博（魚津）１口
・大崎利明（魚津）１口
・野崎唯吉（魚津）１口
・浜多等志（魚津）１口
・清水憲治（魚津）１口
・北村雄治（魚津）１口
・保里真理子（魚津）１口
・山崎久子（魚津）１口

・四津井宏至（高岡）１口
・高岸和男（魚津）１口
・広田清定（魚津）１口
・伊東紀一（魚津）１口
・清河 衛（魚津）１口
・塚本 滋（魚津）１口
・境
伸（魚津）１口
・山林和光（魚津）１口
・松田道廣（魚津）１口
・油本 茂（魚津）１口
・谷口正明（魚津）１口
・橋本浩八郎（魚津）１口
・佐々木幹郎（魚津）１口
・玉島昭男（魚津）１口
・福田正博（魚津）１口
・石崎敬治（魚津）１口
・長岡昭男（魚津）１口
・仲俣 勲（魚津）１口
・宮島徳康（魚津）１口
・宮野高司（魚津）１口
・秋本政亮（魚津）１口
・澤泉 弘（魚津）１口

● 寄付金
・富山 LC１０万円
・河上 寛（富山 LC）１万円
● 募 金
・ 上市 LC２１,２８５円

・四ツ柳信一（高岡）１口
・寺崎達二（魚津）１口
・本吉重和（魚津）１口
・松原正治（魚津）１口
・小坂 章（魚津）１口
・富山 剛（魚津）１口
・石橋嘉夫（魚津）１口
・慶野耕一（魚津）１口
・稗苗清吉（魚津）１口
・山口正伸（魚津）１口
・河崎直通（魚津）１口
・高縁 勉（魚津）１口
・小西 清（魚津）１口
・石川精二（魚津）１口
・高松静夫（魚津）１口
・山崎昌弘（魚津）１口
・鈴木克比己（魚津）１口
・元野勝行（魚津）１口
・虎谷武道（魚津）１口
・二塚一郎（魚津）１口
・塚 宏之（魚津）１口
・澤本了輔（魚津）１口

・氷見 LC１０万円
・滑川有恒 LC１０万円
・１R３Z ゴルフ愛好会５万７千円

・八尾婦中 LC１１,４１４円

・氷見 LC２万７千円

・チャリティーゴルフ大会にて寄付金を頂きました
４月１６日、桜満開、今にも蜃気楼が発生しそうな好天の中、魚津国際カントリークラブにて１R３Z ゴルフ大会
が開催されました。各クラブの選りすぐりの腕前を持つ約５０名のライオンの皆さんが参加され、ショートコース
にて「ONE ON」しなければ、千円のドネーションということでプレーが行われました。表彰式の際に、高源 ZC より
集まったドネーション（５万７千円）を常務理事岡本武勇へ贈呈されました。有難うございました。
・花見例会にて募金を頂きました
４月１６日、氷見 LC の花見例会にて当財団の名誉理事井村東司三が御招待頂き、例会会場に募金箱を設置して頂
きました。集まった募金２万７千円を頂きました。同クラブは、春（花見例会）
、秋（月見例会）を行い、毎年、当
財団へ募金を頂いております。有難うございました。
・滑川有恒 LC チャーターナイト３５周年にて寄付金を頂きました
４月２９日、滑川市の西地区コミュニティーセンターにて滑川有恒 LC のチャーターナイト３５周年の式典が開催
され、記念事業として御寄付を頂きました。目録贈呈の後、理事長高田 眞より戸田昭一会長へ感謝状の伝達を行
いました。有難うございました。

アイバンク活動はライオンズクラブの人道的な奉仕活動
････１９２５年ヘレンケラー女史が盲人のための援助を訴えて以来ライオンズクラブにとって主要な奉仕活動とし
てその精神が受け継がれています。
アイバンクの登録・献眼による奉仕活動は、日本ではライオンズクラブが支えとなっており「不離一帯」の関係に
もあります。何卒「視力障害者のための援助活動」にご理解をいただき、献眼登録・献眼にそして資金援助をお願
いいたします。

･･･アイバンク賛助会員募集････
賛助会費 個人会員年間１口３,０００円/団体（法人）会員年間１口１０,０００円
賛助会員のご加入は、銀行口座振替となりますのでご了承ください。
メール info@toyama-eyeebank.com
TEL(076)434-5710 FAX(076)436-0146

