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平成28年４月から平成29年３月まで献眼者ご芳名
平成28年

４月 鈴木　昭則 様 高岡市

４月 匿 名 希 望 氷見市

５月 匿 名 希 望 氷見市

７月 福田　徳司 様 氷見市

７月 匿 名 希 望 高岡市

８月 御器谷多子 様 富山市

８月 匿 名 希 望 富山市

８月 玉井　行夫 様 富山市

８月 斉藤　忠信 様 富山市

９月 島田美津子 様 黒部市

10月 柳沢須実恵 様 射水市

10月 匿 名 希 望 上市町

10月 常木千穂子 様 南砺市

11月 二上登士春 様 射水市

11月 匿 名 希 望 群馬県

11月 大久保秀雄 様 富山市

11月 小澤　髙枝 様 高岡市

11月 大浦　啓子 様 富山市

12月 堀田　輝人 様 上市町

12月 浦　　春子 様 射水市

12月 匿 名 希 望 高岡市

12月 匿 名 希 望 富山市

12月 匿 名 希 望 富山市

12月 木下とみ子 様 高岡市

12月 吉崎　昭子 様 魚津市

平成29年

２月 匿 名 希 望 富山市

３月 匿 名 希 望 富山市

３月 飯田　和夫 様 砺波市

３月 西浦　義松 様 魚津市

3月 秋山真佐代 様 富山市

̶謹んで哀悼の意を表します̶
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　本人、孝義さんは50代から独学で

竹細工を始め、図書館で本を借りた

り、旅行で見掛けた作品を写真に撮っ

たりして研究を重ね、定年後本格的に

取り組み、花入れや壁飾りオブジェな

ど創作の幅を広げ、平成23年１月に

「夫婦展」を地元公民館で開きました。

また、家の近くにある密蔵寺の鐘つき

堂へ毎日朝６時に「ゴーン」「ゴーン」

とならし、雨の日も雪の日も10年余り、毎日続けました。口かずも少なく温厚で、し

んの強い性格であったと思います。私も大門ライオンズクラブのお世話をさせていただ

き、ライオンズの偉大な奉仕活動に感銘し、私達夫婦も昭和58年10月に献眼登録を富

山県アイバンクの方へさせていただいておりました。今回家族の同意もあり、すぐに

確認し病院にて提供、「水疱性角膜症」という角膜内に水分が溜まりむくんでしまう病

気の男性の方に無事に角膜移植手術が執り行われ経過も良好との事、本当に涙があふれ

て、「お父さんありがとう、良かったネ！」と手を合わせました。

　夜、晴れてすみきった夜空を見上げ「お父さんあ

りがとう」と感謝し、その方も同じく、星空、月を

見ておられる事を願っております。まず「勇気を

持って実行し一人でも、この世に役にたつ事を。」

　結びになりましたが、富山県アイバンク、ライオ

ンズクラブ会員の多くの方々に、大へんお世話にな

り心よりお礼申し上げます。

　本日は、ありがとうございました。

献眼者ご遺族の手記

お父さんありがとう 福田　靖子

夫婦展（平成23年１月）

花束頂く
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黒部ライオンズクラブ
2016～2017年　会長　松田　憲昌

　毎年10月の体育の日、市総合公園を舞

台に開催されるスポーツイベント「エブ

リバディスポーツデイ」、その会場におい

て、2002年から「骨髄バンク、アイバン

クのドナー登録会と献血」を継続事業とし

て行っています。その間の献眼ドナー登録

者数は約100名です。また当クラブのメン

バー又は親族の献眼者数は1990年頃から

の累積で24名を数えます。また当クラブの現在の献眼登録者率は75%で平均より少し

多いと思います。献眼は人生最後の社会奉仕であり、崇高な無償の愛ともいえる行い

で、私の母も約３年前に献眼させて頂きました。部屋には写真とアイバンクからの感謝

状が掲げられています。母の一生に付き合ってくれた角膜が一旦役目を終えて、また新

たな二人の方の光になったと思うととても誇りに思います。世界のライオンズクラブも

ヘレン・ケラー女史が第３回の世界大会で語った「闇夜を切り開く、盲人の騎士となれ」

という訴えに由来する、「視力保護、失明予防活動」に取り組んでいます。当クラブと

しても今後もより一層献眼活動への取り組みを継続発展させていく事が大切であり、大

義であると心得ます。

当クラブの献眼活動への取り組み
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高岡南ライオンズクラブ
田邉ゆかり

　私がアイバンク登録を知ったのは、ライオンズクラブへの加入がきっかけでした。献

血については街中での呼びかけをよく耳にしたりはしてもアイバンク登録は、耳なじみ

がほとんどありませんでした。しかし、アイバンク登録の活動が、毎年、年間を通して

のライオンズの活動の柱の一つとなっていたので、入江コーディネーターのお話を何度

か聞かせて頂く中で、私も少しずつ理解が深まっていきました。

　そして今年、西田先生ご自身の体験談をお聞きする機会がございました。眼科医とし

て亡くなられ、献眼を強く希望された奥様の想い、遺族としての迷いの中で、奥様の気

持ちを尊重し献眼を決意された想い、またアイバンク登録献眼推進を目的に作られたビ

デオでも様々な立場での葛藤や想いが深く心に残り、今は少しでも多くの方々にアイバ

ンク登録への呼び掛けを心掛けています。私の仕事の関係者の皆さん、またライオンズ

のメンバーの一人が、地域高齢者のお世話をしている関係で集会に入江コーディネー

ターを講師にお招きしてお話を聞いてもらったりして、理解を深めて頂いております。

残念な事に、ここ数年は登録者数が減少している事、実際の献眼者数はまだまだ本当に

少ないのが現状です。アイバンク登録が献眼への第一歩だと思いますので微力ではあり

ますが、これからも地道な活動をして少しでも多くの方に呼び掛けていきたいと思いま

す。

アイバンク登録の活動に寄せて
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公益財団法人 富山県アイバンク

設立25周年記念大会

板東英二
記念講演●入場

無料

■主催／公益財団法人  富山県アイバンク
■共催／ライオンズクラブ国際協会334－Ｄ地区
■後援／富山県、富山市、日本アイバンク協会、富山県医師会、富山県眼科医会、富山県善意銀行、

　　　　富山県社会福祉協議会、日本赤十字社富山県支部、富山県看護協会、富山県介護福祉協会、

　　　　北日本新聞社、富山新聞社、読売新聞北陸支社、北陸中日新聞社、朝日新聞富山総局、

　　　　毎日新聞富山支局、　　　　　　　　、北日本放送、富山テレビ放送、チューリップテレビ、

　　　　FMとやま、ケーブルテレビとやま、ラジオたかおか、富山シティエフエム

　　　　

■開場

《演 題》

「板東英二の
 がむしゃら人生」
　        　   10月15日（日）  13：30
 　    富山県民会館

■第一部／記念式典　14：00～15：40

■第二部／記念講演　15：55～17：30

会場

日時 平成
29年

【講師プロフィール】

生年月日 昭和15年４月５日（1940年）

出 身 地 旧満州国

出 身 校 徳島県立徳島商業高等学校

高校時代 昭和33年 夏の甲子園、第40回記念大会準優勝投手

  準々決勝、対魚津高戦（延長18回引分け翌日

  再試合）板東VS村椿

  当大会奪三振83個（現在も記録）

プロ野球 昭和34年 中日ドラゴンズ入団（11年間在籍435試合）

  77勝65敗　防御率2.89　オールスター出場３回

現在まで 昭和45年～ 中部日本放送（ＣＢＣ）野球解説者

 昭和56年～ サンケイスポーツ新聞　野球評論家

 昭和63年～ 毎日放送（ＭＢＳ）野球解説者

  東宝映画　「あ・うん」にて下記賞受賞

 平成１年 日刊スポーツ映画大賞助演男優賞

 平成２年 ブルーリボン最優秀助演男優賞

 平成２年 第13回　日本アカデミー賞最優秀助演男優賞

【著書】

プロ野球　知らなきゃ損する （青春出版社）

「赤い手」・「赤い手　～運命の岐路～」 （青山出版社）

天然板東英二のゆでたまご伝説 （ワニブックス）

板東英二の生前葬　最期のありがとう （双葉社）　　　他14冊出版

（  　　　        ）公益財団法人 

富山県アイバンク
 〒930-0194  富山市杉谷2630番地
TEL076-434-5710　FAX076-436-0146

献眼で あなたにもできます

 「光」の贈りもの
献眼で あなたにもできます

 「光」の贈りもの
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院内コーディネーターとの連携・啓発活動のご紹介

●院内コーディネーターについて

　平成18年、臓器移植の円滑な推進を図るために、臓器移植に協力する医療機関

において、医療従事者等に対する臓器移植の普及啓発及び臓器提供に関わる情報

収集の業務を行う職員を、富山県臓器移植院内コーディネーターとして委嘱する

ことにより、院内コーディネーターの役割を明確にして、その活動を促進するこ

とを目的として設置されました。県内には、22病院64名の方が県知事より委嘱を

受けて活動しておられます。

　アイバンクではこれらの院内コーディネーターと連携を取り、献眼を希望され

る患者様の意思を尊重できるよう院内研修会や啓発活動を行っています。

一般啓発活動

医療機関での啓発活動

金沢医科大学氷見市民病院・親子ふれあい医療
フェスティバルにて啓発活動

南砺中央病院・看護の日啓発活動

富山県立中央病院においての献眼に関する講演 高岡ふしき病院においての献眼に関する講演
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ご芳志ありがとうございました。 敬 称 略
単位：円

高田　　眞 501,500
髙瀬　清春 110,000
伊勢　豊彦 66,500
屋根　愼二 36,000
野村　謹吉 30,000
新井　耕喜 20,000
豊田　耕一 20,000
宮岸　　武 10,000
村上　　果 10,000
畠山　志郎 10,000
伊賀　　肇 10,000
松岡　秀子 10,000
林　　　巌 10,000
舛谷　専一 10,000
大浦　　均 10,000
筏井　晴夫 10,000
桜井　　巌 10,000
小森ヒサ子 10,000
武田　　宏 10,000
藤巻　篤子 9,000
百澤千賀子 9,000
内山　照子 6,000
島崎　君枝 6,000
福呂道隆・况子 6,000
吉田　幸子 6,000
和泉　弘司 5,000
堀　　壽夫 5,000
石﨑　瑞子 5,000
佐竹　幸江 5,000
真田　律子 5,000
専光　秀雄 5,000
一刎　幸子 5,000
永森　良夫 5,000
松井　優子 5,000

門前　昌志 3,000
宮本　光明 3,000
澤田　壽朗 3,000
久田　茂光 3,000
浅尾ミサヲ 3,000
朝倉　一美 3,000
跡治　幸子 3,000
荒木　昭則 3,000
幾島かをる 3,000
石黒　　寛 3,000
石山　金司 3,000
稲場トシ子 3,000
稲村　栄勝 3,000
上田精弌・憲子 3,000
上田　雄一 3,000
大嶋　淳子 3,000
鹿島うら子 3,000
菊地　　清 3,000
北野　敏雄 3,000
久々湊公美 3,000
駒野　松也 3,000
境　　里子 3,000
櫻井　惠子 3,000
篠塚　征則 3,000
杉岡　洋子 3,000
図師　真弓 3,000
関口かおる 3,000
千龍義信・かな子 3,000
高林　咲子 3,000
武田　愼一 3,000
竹部　俊惠 3,000
谷野　克巳 3,000
田之下和美 3,000
出口テル子 3,000

寺澤　和美 3,000
寺島　文子 3,000
飛田　茂代 3,000
中井　一子 3,000
中川　正吉 3,000
中川吏永子 3,000
中西　広一 3,000
浜川眞理子 3,000
林　　朝夫 3,000
早勢　雅己 3,000
廣瀬　静子 3,000
藤村　清孝 3,000
藤村　睦子 3,000
堀　　源郎 3,000
町田スヾエ 3,000
松倉　義子 3,000
松島　重雄 3,000
南　　正子 3,000
三村　幸一 3,000
宮島さだ子 3,000
室山　若子 3,000
目澤　益子 3,000
元野　清光 3,000
矢木　義人 3,000
山田　和枝 3,000
山本　　清 3,000
和田　享子 3,000
髙見　隆夫 2,000
荒井　清勝 2,000
飯野　茂昭 2,000
角井　敬子 2,000
長田　雄志 2,000
二上　　功 2,000
久々湊　藍 1,000

☆一般（個人）

□寄付者　ご芳名　平成28年４月〜平成29年３月

☆一般（法人・団体）
医療法人明世社白井病院 200,000
株式会社北陸電設 200,000
株式会社マルチョウ神戸屋 100,000
株式会社永森建設工業（永栄会） 100,000
株式会社メガネハウス 50,000
株式会社オフィスケイ 40,000
旧制富山高等学校尋常科最終回生　夏雲会 33,908
三和器械株式会社 30,000
日商建材株式会社 30,000
有限会社永栄商事 20,000
有限会社しまだ 10,000
柴田医院 10,000
たかた眼科 10,000
サンユウセキュリティ株式会社 10,000

株式会社いたの 10,000
株式会社松田自動車 10,000
有限会社福野自工 10,000
中日本電産株式会社 5,000
有限会社サトー企画 5,000
北信運輸株式会社 5,000
有限会社サイキ機工 3,000
エスデン上袋店 2,000
株式会社ミツノ広告 2,000
ユタカ電設株式会社 2,000
コスモ・ハウス 2,000
有限会社伸栄総業 2,000
ロータリー富山販売株式会社 2,000
秋北いきいきサロン 1,000

☆ライオンズクラブ関係
ライオンズクラブ奉仕銀行 2,500,000
1R2Zガバナー公式訪問 100,000
2R2Zガバナー公式訪問 100,000
2R3Zガバナー公式訪問 50,000
福田義久1R1ZC就任記念ゴルフ大会 91,000
1R2ZC就任記念チャリティゴルフ大会 100,000
富山ライオンズクラブ 100,000
富山みなとライオンズクラブ 14,000

富山雷鳥ライオンズクラブ 50,000
富山平成ライオンズクラブ 100,000
大山ライオンズクラブ 30,000
富山西ライオンズクラブ 50,000
黒部ライオンズクラブ 100,000
高岡フラワーライオンズクラブ 100,000
氷見ライオンズクラブ 241,000
砺波ライオンズクラブ 10,000
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個人会員
□賛助会員　平成28年４月〜平成29年３月

秋本　政亮
油本　　茂
新多　勇人
有原　裕之
飯村　達志
五十嵐　淳
位寄　正司
石川　勝康
石川　雅朗
石﨑　敬治
石﨑　由則
石田ひとみ
一川　順彦
伊東　紀一
伊藤　光雄
今井　幹雄
今村　知代
入井　孝博
植田　芳樹
内野　　忠
梅田　清一
浦野　孝一
大浦　　均

大江功一郎
大口　繁敏
大﨑　利明
大沢　範洋
太田　　茂
大田　妙子
大庭　知子
大橋　文緒
岡田　幸光
岡本　武勇
奥原喜代司
尾崎　　誠
小沢　正康
尾谷　秀雄
小津ゆかり
片口　尚志
片山　寿夫
加藤　樹永
金井　澄子
鎌谷　克彦
上山　恵巳
狩野　俊哉
川上　祐子

川口　秀春
河原　知昭
北中　　茂
刑部　郁子
清河　高之
清河　　衛
串田　正二
熊本　新一
黒﨑　春久
慶野　耕一
高縁　　勲
髙縁　　勉
小坂　愛香
小坂　　章
齋藤　秀峰
齊藤　讓一
斉藤　周子
境　　　伸
佐賀野昭一郎
作村佐智子
佐近　　肇
澤飯　公臣
澤泉　　弘

篠田　和男
島田　一三
清水　孝篤
清水　英子
杉本喜久子
高岸　和男
高林　　敏
高柳　　昇
竹本　　毅
竹本　福志
舘　奈保子
辰本　隆俊
田中　良則
谷川　　悠
谷口　正明
谷口　保孝
土田　　豊
寺井　　仁
寺﨑　達二
東條　直貴
戸澤　秀行
富山　　剛
豊田　葉子

虎谷　武道
鳥崎　真人
鳥山　　博
長岡　貴啓
中川　伸一
永川　武文
中川　正人
長勢　知子
長田　雅子
中村　孝子
波岡　一子
西野　義隆
新田　正昭
布村　芳嗣
野崎　唯吉
野尻津喜夫
野尻登美子
能瀬　和雄
野村　賢政
橋本　荘八
長谷川修博
畠山　　明
畠山　敏一

濱多　等志
林　　篤志
稗苗　清吉
平井　　聡
廣瀬　和夫
廣瀬　利行
藤記　尚子
藤塚由紀子
藤巻　篤子
保里真理子
本元　幸俊
政二　好治
増井　　修
町田スヾエ
松木　伸浩
松倉　正機
松崎　孝治
松下　栄信
松本　憲治
三井田一博
水野　敏博
道原　英克
宮腰　晃央

宮島　　清
宮野　高司
村椿　　晃
森　　敏明
森　　　弘
森田　嘉樹
柳瀬　晴康
山尾　佳史
柳　　重夫
山崎　和子
山崎　泰邦
山崎与四之
山下　　泉
山下　陽子
山本　明彦
山森　峰克
吉崎　清則
吉崎　　剛
吉崎　　実
吉田　　讓
若森　征雄
渡邊　一三
綿屋　和美

法人会員
☆一般

株式会社岩黒製作所
株式会社押田建築設計事務所
株式会社北日本工芸
久保毅税理士事務所
株式会社黒東アメニティー公社
有限会社笹島商事
サンユウセキュリティ株式会社
富山スガキ株式会社
株式会社すがの印刷
株式会社セイアグリーシステム
高瀬公認会計士事務所
東光運輸株式会社
株式会社富山県義肢製作所
医療法人光ケ丘病院

平田眼科医院
株式会社広野
富源商事株式会社
株式会社藤井産業
伏木海陸運送株式会社
伏木貨物自動車株式会社
北陸バンドー株式会社
北陸エンジニアプラスチック株式会社
有限会社北高運輸
有限会社舛谷解体工業
丸進商事株式会社
株式会社マルチ・アクセス・カンパニー
株式会社丸八
ミユキ化成株式会社

富山セントラルライオンズクラブ
滑川ライオンズクラブ
滑川有恒ライオンズクラブ

高岡フラワーライオンズクラブ
となみセントラルライオンズクラブ

☆ライオンズクラブ関係
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募金ありがとうございました。平成28年４月〜平成29年３月
☆一般

片山眼科医院 43,535
斉藤眼科医院 30,998
ポプラ高岡泉ヶ丘店 24,061
ますだ眼科医院 22,132
ポプラ戸出春日店 11,184
富山第一ホテル 7,286

オレンジマート　パピ店 6,516
フェルヴェール 4,679
カレーハウス コロンブス 3,945
美濃屋 3,548
笑顔・感動フェスタ2016実行委員会 2,799
宮岸株式会社富山支店 2,669

小杉ライオンズクラブ 53,910
富山セントラルライオンズクラブ 50,000

高岡志貴野ライオンズクラブ 24,674
入善ライオンズクラブ 12,643

☆ライオンズクラブ関係

　人の脳に伝わる外部情報の85％前後は視覚を通してです。したがって視覚障害がある
と人が生活する上では大変な困難を伴う為、献眼に依る角膜提供で視力が回復することは
大変大きな意義があります。
　1925年ライオンズクラブ国際大会での盲ろう者のヘレン・ケラー女史による盲人への
協力要請の訴えから、1944年米国で第１号のアイバンクが設立された。戦後の1956年ア
イバンクの無い日本では盲人を救えないとの実例が、米軍属を通してリッチモンドのライ
オンズクラブに伝わり、これを聞いた日本のライオンズクラブは日本のことは日本人でと
活動を始め、献眼活動と深く係わり、各地のアイバンクの設立母体となりました。富山県
では当初は富山県善意銀行内に眼球預託口座として設けられましたが、1991年県内ライ
オンズクラブのアイバンク設立運動と資金の供出で国内46番目のアイバンクとして富山
大学医学部内に事務所を置き、発足しました。

アイバンクとライオンズのかかわりについて
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公益財団法人富山県アイバンク　平成28年度事業報告

〈公益事業１〉眼のあっせん等に関する事業

⑴献眼登録者の募集および啓発事業

　　登録パンフレットを5,000部印刷し、県内医療機関、市町村、関係各所へ配布した。

　　登録希望者へパンフレットの配布、登録カードの発行を行った。

　　本年度の献眼登録者数は、188名となった。

⑵眼球あっせん事業

　①眼球のあっせん

　　● ドナー情報が39名あり、30名から提供を頂いた。

　　

献眼月 年齢　 性別 在住地

４月
80歳代 男性 高岡市
60歳代 男性 氷見市

５月 60歳代 男性 氷見市

７月
80歳代 男性 氷見市
60歳代 女性 高岡市

８月

60歳代 女性 富山市
70歳代 女性 富山市
70歳代 男性 富山市
70歳代 男性 富山市

９月 70歳代 女性 黒部市

10月
80歳代 女性 射水市
80歳代 女性 上市町
60歳代 女性 南砺市

11月
60歳代 男性 射水市
80歳代 女性 県　外

献眼月 年齢　 性別 在住地
80歳代 男性 富山市
80歳代 女性 県　外
80歳代 女性 高岡市
60歳代 女性 富山市

12月

30歳代 男性 上市町
90歳代 女性 射水市
70歳代 男性 高岡市
60歳代 男性 富山市
60歳代 男性 富山市
70歳代 女性 魚津市

２月 40歳代 男性 富山市

３月

80歳代 男性 富山市
80歳代 男性 南砺市
80歳代 男性 魚津市
70歳代 女性 富山市

　　●提供者のご葬儀に参列し、弔辞を奉読し、感謝状を伝達した。

　　●提供者ご遺族へ、角膜移植報告を行った。

　　● 提供眼球の検査等を行い、医学基準に基づき、角膜のあっせんを行い、61名の方

に角膜移植が、また、強膜のあっせんを行い、63名の方に強膜移植が行われた。

　②移植希望者の募集および登録

　　●移植を希望する医療機関より移植申込を受け、移植待機リストを作成した。

（平成28年４月１日〜平成29年３月31日）
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⑶普及啓発事業

　①医療従事者への啓発活動

　　● 富山県立中央病院、厚生連高岡病院、高岡市民病院において病院症例検討会を行っ

た。

　　● 市立砺波総合病院、富山大学附属病院、高岡市民病院の院内移植委員会等に参加し

た。　

　　● 啓発活動の一環としてJCHO高岡ふしき病院、高岡市民病院、かみいち総合病院、

富山県立中央病院、南砺市民病院、富山赤十字病院において献眼啓発講演を行っ

た。

　②一般県民への啓発活動

　　●街頭での啓発活動を県内各地で14回実施した。

　　●依頼を受けて県内各地で５回実施した。

⑷その他

　　　第74回富山眼科集談会にてミニ発表した。

　　　第15回日本組織移植学会学術集会にて発表した。

　　　県内外の角膜移植に関する学会・セミナー等に参加した。

〈公益事業２〉眼の衛生に関する普及啓発事業

⑴ 広報誌「アイバンクだより第22号」7,000部を発行し、登録者並びに県内関係機関へ配

布した。

⑵ 情報紙「アイバンク情報」を月１回発行し、ホームページに掲載した。

⑶ 眼の衛生に関する講演会として、富山市立呉羽中学校学習活動「夢に向かってステッ

プ・ワン！『13歳の学び』」にて講義を行った。

寄附金を頂いた個人・団体などへ感謝状を伝達した。

　●富山大学附属病院羊膜ドナーに対するインフォームド・コンセントに10回立会った。

　● 日本アイバンク協会の献眼登録確認フォローアップ委託事業として、献眼登録者

5,000名に献眼登録確認書類を送付した。

　●サポーター講習会を実施した。
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公益財団法人富山県アイバンク　平成28年度収支計算書（損益）
平成28年４月１日〜平成29年３月31日

（単位：円）

科　　　　目
決　算　額

公益事業小計 法人会計 合　計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

⑴経常収益

　①基本財産運用益 22,795 0 22,795

　②特定資産運用益 2,933 0 2,933

　③受取会費 1,025,000 0 1,025,000

　④事業収益 15,000,000 0 15,000,000

　　角膜斡旋手数料 12,400,000 0 12,400,000

　　強膜斡旋手数料 2,600,000 0 2,600,000

　⑤受取補助金等 2,880,000 1,000,000 3,880,000

　　富山県補助金収入 1,350,000 0 1,350,000

　　LC奉仕銀行助成金収入 1,500,000 1,000,000 2,500,000

　　富山県善意銀行助成金収入 30,000 0 30,000

　⑥受取寄付金 3,642,487 0 3,642,487

　　寄付金収入 3,337,908 0 3,337,908

　　募金収入 304,579 0 304,579

　⑦日本アイバンク協会委託事業費収入 661,232 0 661,232

　⑧雑収益 114,265 76,176 190,441

　経常収益計 23,348,712 1,076,176 24,424,888

⑵経常費用

事業費 19,874,401 0 19,874,401

　①眼球のあっせん等に関する事業費 3,973,165 0 3,973,165

　②眼の衛生に関する普及啓発事業費 1,227,043 0 1,227,043

　③公益事業共用費 12,912,144 0 12,912,144

　④什器備品償却費 890,860 0 890,860

　⑤日本アイバンク協会委託事業費支出 871,189 0 871,189

管理費 0 2,564,909 2,564,909

　①諸給与支出 0 971,071 971,071

　②会議費支出 0 753,867 753,867

　③需用費支出 0 780,181 780,181

科　　　　目
決　算　額

公益事業小計 法人会計 合　計

　④退職給付費用 0 59,790 59,790

　⑤什器備品償却費 0 0 0

　経常費用計 19,874,401 2,564,909 22,439,310

評価損益調整前当期増減額 3,474,311 △ 1,488,733 1,985,578

評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 3,474,311 △ 1,488,733 1,985,578

２．経常外増減の部

⑴経常外収益 0 0 0

　経常外収益計 0 0 0

⑵経常外費用 0 0 0

　経常外費用計 0 0 0

　当期経常外増減額 0 0 0

　当期一般正味財産増減額 3,474,311 △ 1,488,733 1,985,578

　一般正味財産期首残高 84,054,635

　一般正味財産期末残高 86,040,213

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　受取補助金等 0 0 0

　受取負担金 0 0 0

　受取寄付金 0 0 0

　基本財産運用益 0 0 0

　基本財産利息収入 0 0 0

　特定資産運用益 0 0 0

　一般正味財産への振替額 0 0 0

　当期指定正味財産増減額 0 0 0

　指定正味財産期首残高 0 0 0

　指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ　正味財産期末残高 86,040,213
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公益財団法人富山県アイバンク相談役・理事・監事

理事40名・監事２名

役　職 氏　名 勤　務　先

理 事 長 大黒　幸雄 株式会社マルチ・アクセス・カンパニー　代表取締役

副理事長 磯野　敏雄 司法書士･土地家屋調査士･行政書士磯野敏雄事務所　所長

副理事長 牧　　　亨 東光運輸株式会社　代表取締役社長

常務理事 森　　　弘 防災電設株式会社　代表取締役

常務理事 木村　正明 株式会社木村経営会計事務所　代表取締役

名誉理事 高田　　眞 阪神容器株式会社　代表取締役会長

理　　事 宮岸　　武 北陸バンドー株式会社　代表取締役社長

理　　事 伊勢　豊彦 株式会社セイアグリーシステム　代表取締役

理　　事 野村　謹吉 株式会社ガスコムノムラ　会長

理　　事 本村　哲明 株式会社北日本工芸　代表取締役

理　　事 金井　澄子 元公益社団法人富山県善意銀行　特別参与

理　　事 寺﨑　達二 寺﨑樹脂　代表

理　　事 笠島　　學 医療法人社団紫蘭会光ヶ丘病院　理事長・院長

理　　事 藤巻　篤子 木戸クリニック  

理　　事 林　　篤志 富山大学医学部眼科　教授

理　　事 中尾　順一 株式会社ホクペレ　代表取締役会長

理　　事 前田　彰久 富山県　厚生部長

理　　事 車　　　司 社会福祉法人富山県社会福祉協議会　専務理事

理　　事 狩野　俊哉 狩野眼科医院　院長

理　　事 藤塚由紀子 元富山県消費者協会　事務局長

理　　事 宮本　眞弓 元富山医療福祉専門学校　副学校長

役　職 氏　名 勤　務　先

理　　事 井村　昭彦 元富山県議会議員

理　　事 筏井　晴夫 元高岡信用金庫　

理　　事 門前　昌志 阪神化成工業株式会社　総務部長

理　　事 熊野　　清 砺波宅建企画　代表

理　　事 畠山　志郎 株式会社北陸電設　取締役

理　　事 福田　義久 ラックプロ株式会社　代表取締役会長

理　　事 鋪田　博紀 シキダ不動産株式会社　専務取締役

理　　事 上田　和男 株式会社黒東アメニティ公社　代表取締役社長

理　　事 髙松　和宏 北日本フードサービス株式会社　代表取締役

理　　事 梅木　一隆 有限会社福野自工　代表取締役

理　　事 栗山　雅明 株式会社クリヤマ　代表取締役

理　　事 髙見　隆夫 髙見後援会事務所　

理　　事 豊岡　　正 株式会社プラテックス　代表取締役

理　　事 小川　慶二 株式会社小川板金工業　代表取締役

理　　事 苗加　康孝 有限会社苗加製作所　代表取締役

理　　事 山田　真功 平和交通株式会社　代表取締役社長

理　　事 山﨑　　泉 株式会社山崎組　代表取締役

理　　事 中嶋　　進 中島サイディング　代表

理　　事 池田　善揮 株式会社廣昌堂　代表取締役

監　　事 高瀬　清春 高瀬公認会計士事務所　代表

監　　事 石村　正男 北海工業株式会社　代表取締役

（平成29年７月10日現在）

（平成29年７月10日現在）

役　職 氏　名 勤　務　先

名誉顧問 高田　順一 阪神容器株式会社　代表取締役社長

役　職 氏　名 勤　務　先

相 談 役 中川　忠昭 富山県議会議員

相 談 役 渡辺　守人 富山県議会議員

名誉顧問１名・相談役２名  

− 14 −
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公益財団法人富山県アイバンク評議員

氏　名 勤　務　先

泉野　正人 株式会社泉野地所　代表取締役　

高松　丈志 株式会社高松機板製作所　代表取締役会長

内野　　忠 株式会社北越　代表取締役社長

木村　貴之 有限会社エイキ　代表取締役

高田　重信 富山市議会議員

五十嵐　務 有限会社富山メディアワーク　取締役

松岡　秀子 松岡ジャズバレエ研究所

長谷川修博 日本海調温株式会社　代表取締役

山口　　清 有限会社富山重機　代表取締役社長

小山　　登 有限会社南大門　代表取締役

岡本　葉子 有限会社プロハート　代表取締役

山口　勝康 株式会社CSM　代表取締役

辻井　益雄 株式会社富花　代表取締役

石坂　　昭 株式会社イシサカ地所　代表取締役会長

毛利　　功 株式会社毛利園芸　代表取締役

菅野　寛二 株式会社すがの印刷　代表取締役

中田　眞法 大岩山日石寺　責任役員

橋本　　篤 橋本事務所　代表（所長）

渡辺　隆英 有限会社渡邊工業　代表取締役社長

氏　名 勤　務　先

渡辺　誠治 有限会社わたなべ電装　代表取締役社長

清河　　衛 有限会社仁右衛門家　代表取締役

弓野　久和 大家庄農事生産組合　組合長

森田　誠一 株式会社森田木工所　代表取締役

若森　征雄 若森商店　代表

北林　和正 有限会社北林不動産管理　代表取締役

田邉ゆかり 株式会社エイアイエスコーポレーション　代表取締役

車　　啓三 クルマ商事株式会社　代表取締役

工藤　光也

板野　吉秀 株式会社いたの　代表取締役社長

飯田　和男 有限会社ミナト　代表取締役

新多　勇人 優トラベルクラブ　代表

伊藤　光雄 イトウ重機工業株式会社　代表取締役

坂東　　昭 有限会社坂東設備　代表取締役

堀　　　正

片山　和行 株式会社北越　代表取締役社長

石黒　　稔 有限会社ミヤコ　代表取締役

長原　好成 公益社団法人富山県善意銀行　事務局長

（平成29年６月26日現在）

　今回の表紙は本年度、魚津市で開催された第68回全国植樹祭の会場写真です。
　青い空に浮かぶ白い雲、とりどりに咲き競う草花、美しい緑の芝や森。「光の贈り
もの」として角膜移植で視力を取り戻された方々と一緒に眺めたい光景です。
　本文では寄付・募金報告の後に、ヘレン・ケラー女史とライオンズ、そしてアイバ
ンクとの関係を記載しました。富山県アイバンクが設立されてから25年。献眼登録
者が当初の年間1000人台から、今は200人前後へと推移しています。またアイバン
クの活動資金の半分は各種団体や企業、個人からの寄付金と募金から成り立ってお
り、設立母体と活動の主力もライオンズであることを再認識していただく為です。
 広報委員　畠山志郎（●●●●LC所属）
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アイバンク　Ｑ＆Ａ

献眼は心停止後に眼を提供していただくことで、臓器提供は、体内
の臓器を提供することです。

年齢の制限はありません。100歳以上の方からもご献眼いただいて
います。また臓器提供は、肝臓を除いて年齢制限があります。

ご本人の意思でアイバンクに登録していただくと、登録カードを発
行します。そしてご本人が亡くなられた時点でご家族からアイバン
クに連絡していただくしくみになっています。
また、登録していなくても拒否していない限り、ご家族の同意で提
供できます。

できます。白内障や近視、乱視、老眼、色盲のような眼の異常が
あっても献眼は可能です。

お亡くなりになったところで提供していただきます。病院であれば
病院で。またご自宅であればご自宅まで医師が出向きます。

エイズ・Ｂ型肝炎・神経系疾患・敗血症・白血病などの病気は献眼
できません。

義眼を入れた後にエンゼルメイクを施しますのでおだやかな顔はそ
のままです。 
また、摘出時間は30分程度とわずかです。

Ｑ１．献眼と臓器提供ってどう違うの？

Ｑ２．何歳までできるの？

Ｑ３．どうやって提供するの？

Ｑ４．白内障の手術をしたのですが献眼できますか？

Ｑ５．どこで提供するの？

Ｑ６．献眼できない病気ってあるの？

Ｑ７．献眼した後はどのようになりますか？

Ａ１．

Ａ２．

Ａ３．

Ａ４．

Ａ５．

Ａ６．

Ａ７．


