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アイバンク情報
（財）富山県アイバンク

第５２・５３合併号

県民会館大ホールいっぱいの熱気と感動
貴ライオンズクラブにおかれましては、２００７－２００８新年度を迎えられ、新役員の企画のもと一層の We
Serve に心新たにしておらえることと深く敬意を表します。
さて、去る 6 月 16 日に開催いたしました『財団法人富山県アイバンク設立 15 周年記念大会』において、1 リジョ
ン、2 リジョンの全ライオンズクラブ参加による積極的なご支援をいただき成功裡に終了できましたことに対し厚く
御礼申しあげます。
おかげさまで、県民会館大ホールいっぱいを埋め尽くして記念大会は、終始感動に包まれていました。
本記念事業には、アイバンク理事・評議員の皆さんによる「記念大会実行委員会」が立ち上げられ、小委員会に
分かれてそれぞれ積極的に取り組んで頂きました。きめ細やかな配慮が十分に活かされて、満場熱気溢れる中に
進行さえることができました。心より御礼申しあげます。
なお、大会会場におきまして献眼・献眼啓発普及委員会による募金活動も行われました。お客様、ライオンズの
皆様より多額のお志を頂き、合計１９９,２００円をアイバンクの貴重な財源とさせて頂きました。有難うございました。
新年度における「献眼登録」に対し、貴クラブ新会員をはじめ、地域住民へのご理解協力については引き続きご
活動に加えて頂きます様宜しくお願いを申しあげ、ここにご報告とさせて頂きます。
< ５ 月 の 事 業 実 績 の 概 要 >


献眼登録者数
累 計



献眼者数
累
計



寄付金収入
累 計



賛助会費収入
累 計



助成金収入
０円
累 計
１,２５０,０００円



募金収入
累 計

０名
１９,００７名
０名
５ 名
３５０,０００円
１,４７５,０００円
９,０００円
６５０,０００円

５５,８２９円
２５６,７７８円

< ６ 月 の 事 業 実 績 の 概 要 >


献眼登録者数
累 計



献眼者数
累
計

６名
１９,０１３名
０名
５ 名



寄付金収入
累 計



賛助会費収入
４９２,０００円
累 計
１,１４２,０００円



助成金収入
０円
累 計
１,２５０,０００円



募金収入
累 計

５０,０００円
１,５２５,０００円

６４,９４９円
３２１,７２７円

★ 富山水橋ライオンズクラブCN35周年にて寄付金を
頂きました。
去る５月１３日、水橋ふるさと会館において富山水橋ライオンズクラブ設
立35周年の記念式典が開催されました。大久保会長様から高田理事長へ
寄付金の贈呈が行われ、高田理事長より大久保会長様へ感謝状をお渡し
いたしました。ありがとうございました。

★ ライオンズクラブ国際協会３４－D地区年次大会に
て寄付金を頂きました。
去る５月１９日、高岡テクノホールにておいて、第５３回地区年次大会が
盛大に開催されました。
記念アクティビティーとして富山県アイバンクへ基金の贈呈がありました。
伊勢地区ガバナーのお心使いを大切にし、頂きました基金は、啓発活動
に有効に使わせて頂きたいと思います。ありがとうございました。

★ ライオンズクラブ奉仕銀行新旧常任委員会に高田
理事長が出席しました。
去る５月２７日、富山第一ホテルにてライオンズクラブ奉仕銀行新旧常任
委員会が開催され、高田理事長が出席いたしました。新年度の奉仕銀行助
成金について、例年通り、250万円の助成をお願いしたく、申請を行いまし
た。

★ 設立15周年記念大会を開催いたしました。
去る6月16日、富山県民会館大ホールにおいて、設立15周年記念
式典を行いました。式典では、昨年6月から今年5月までに献眼され
た17名の方々へ石井富山県知事より厚生労働大臣感謝状の伝達
を行いました。また、献眼者ご遺族の言葉として、一昨年献眼された
故佐藤貴宏君（享年15歳）のお母様が大切な息子さんの献眼につ
いてお話頂きました。また、移植者代表のことばとして、加藤貴光さ
んが「移植を受けてよかった。角膜を提供いただいた方とそのご家
族に感謝している。これからは前向きに一日一日大切に生きて生き
たい」とお話され、場内は感動に包まれた。

寄付金・助成金・賛助会費・寄付金（５/1５/３１現在）敬称略
寄付金
・ライオンズクラブ国際協会３３４－D 地区キャビネット ３００,０００円
・ライオンズクラブ１R３Z ゴルフ愛好会
５０,０００円
賛助会費 個人
・上瀬豊則 ・志鷹高子
・今村義和
（2 月富山西 LC 分１１４,０００円追加、法人 10 口を賛助会費から寄付金へ変更）
募金
・氷見ライオンズクラブ

３１,８６０円

・その他

２３,９６９円 （3 月分累計訂正）

寄付金・助成金・賛助会費・寄付金（６/1～６/３０現在）敬称略
寄付金
・松田ウメ ３００００円 ・酒井道夫 ５０００円 ・奥村豊明 ３０００円 ・炭谷洋子 ２０００円
・高島哲朗 ２０００円 ・水上新松 ２０００円 ・五十嵐数躬 ３０００円 ・大田保文 １０００円 ・
賛助会費 法人
・高岡ライオンズクラブ ・フジ企画（上市 LC） ・株式会社ファイブワン（富山雷鳥 LC）
・能瀬金城堂（富山東 LC） ・菅野印刷興業株式会社（黒部 LC）
・太陽スポーツ販売株式会社（魚津 LC）・株式会社アミレ（高岡志貴野 LC）
賛助会費 個人
・須垣純夫（富山 LC） ・七澤政時（朝日町 LC） ・谷崎成男 ・石橋忠之・水野吉弥・青山 嵩
・瀬川憲一 ・高見隆夫（富山平成 LC６名） ・小澤雄一 ・舟瀬 勝（富山雷鳥 LC2 名）
・岡田共以（富山ちゅうりっぷ LC） ・和泉弘司（富山神通 LC） ・高田順一（富山昭和 LC）
・中村政勝 ・石坂 昭（富山いきいき LC2 名） ・菅野寛二（黒部 LC）
・西湖勇吉 ・宮岡敏之（高岡古城 LC2 名） ・斉藤譲一（となみ東 LC）
・大門関子 ・花房紀行 ・森富美子 ・林富雄 ・高野博之 ・高野康子 ・浜野 明 ・藤巻篤子
・島 清忠 ・奥村悦郎 ・中保 昭 ・松倉義子 ・喜多弘江 ・高野 房 ・藤岡広子 ・澤田瑛代
・畑山平八郎 ・藤井正義 ・福呂况子 ・斉木敏夫 ・島津かをる ・林とみい ・橋爪美江子
・稲村栄勝 ・炭谷洋子 ・河島早苗 ・飴谷和代 ・村沢啓子 ・浅尾ミサヲ ・田中昭子 ・橋本つね子
・北村よし ・堀 和子 ・高見道清 ・ 千龍義信 ・山澤寛治 ・高島哲朗 ・林 玲子 ・津根タミ子
・南 正子 ・藤永まさ子 ・谷原 實 ・水木田鶴子 ・広瀬静子 ・橋本久美子 ・水上新松
・松田有都子 ・石川恵子 ・宮島さだ子 ・土倉ミドリ ・山本 良 ・蓮田カヲル ・寺島恵津子
・堀田光子 ・楠 行博 ・松岡秀子 ・石崎春美 ・鹿島うら子 ・尾山和子 ・吉森輝夫 ・松井優子
・坂森耕一・作村佐智子 ・下関幸子 ・宮本徳五郎 ・山本宏子 ・松本のり子 ・藤永幸子
・馬場廣造
募金
・高岡志貴野ライオンズクラブ
・高岡南ライオンズクラブ

２６,３８５円
１０,６８９円

・富山第一ホテル（富山 LC） １４,５４０円
・その他
１３,３３５円
＜お知らせ＞

当法人の評議員は、本年 8 月 26 日をもって任期満了となります。また、ライオンズクラブが新年度を迎
えるにあたり、アイバンクの役員も変更になります。
新年度の RC、ZC、地区四献委員の計 10 名の役員の皆様は、理事に就任して頂く予定です。また、評
議員につきましては、各クラブから 1 名の推薦を頂き、8 月開催予定の理事会にて正式に選任する予定
です。当法人は、「財団法人」ですので、理事は、法務局の登記申請などが必要となっております。該当
役員の皆様には手続き上、書類等ご面倒をおかけいたしますがご協力のほど宜しくお願いいたします。

〒930-0194 富山市杉谷 2630 番地 Tel 076-434-5710 Fax076-436-0146
URL: http://www.toyama-eyebank.com E-mail info-toyama-eyebank.com

