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No.63
題字：愛知県知事

 大村秀章

　「平成29年度目の愛護デー記念式典」が
10月10日（火）、愛知県医師会館において
愛知県、名古屋市、県・市教育委員会及
び県・市医師会の後援を得て、献眼者ご遺
族、ライオンズクラブ、不老会、行政機関並
びに関係団体の方々のご臨席をいただき、厳
粛に執り行われました。

　式典は本協会の加藤史典常務理事の「開
式のことば」で始まり、アイバンク開設以来こ
れまでにご献眼いただいた5,912名の御霊に
ご参列者全員による黙祷をささげました。

　続いて、本協会の寺﨑浩子理事長から主
催者を代表して、献眼者及びご遺族様のご
理解・ご協力に対し、謝意が述べられました。

　その後、平成28年9月から29年8月までの
一年間に献眼されたご遺族様が、白い菊に
囲まれた「献眼者之霊位」に順次献花され、
寺﨑理事長から厚生労働大臣の感謝状と記
念品が手渡されました。 （下記）

　次に、ご来賓の愛知県健康福祉部技監　
丸山晋二様から大村秀章愛知県知事のご挨
拶の代読、名古屋市健康福祉局参事　山
田敬一様から河村たかし名古屋市長のご挨
拶が代読され、続いて愛知県医師会会長　
柵木充明様からご挨拶をいただいた後、ご
来賓としてご出席いただいた名古屋市議会
財政福祉委員長　松井よしのり様、公益財
団法人不老会理事長　北村直哉様、ライオ
ンズクラブ国際協会334-A地区献眼・献腎・

献血・骨髄移植推進・聴覚委員長　片桐
照二様が紹介されました。引き続き、厚生労
働副大臣　高木美智代様からのメッセージが
披露されました。 （下記）

　次に、当アイバンク開設以来これまでにご
献眼いただいた5,912名の御霊に対し、参列
者全員が献花しました。

　最後に本協会の中村誠理事の「閉式のこ
とば」をもって式典を終了しました。

平成29年度 目の愛護デー記念式典開催

〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目15番23号 ライオンズマンション久屋公園219

TEL〈052〉263-0832   FAX〈052〉263-0905

公益財団法人 愛知県アイバンク協会目の不自由な人のために 愛の光を…

http: //www.aichieyebank.org/
E-mail: info@aichieyebank.org

　崇高なお気持ちによる献眼により、目の不自由な皆様へ再び希望の光を与えてくださった方々に
対して、心からご冥福をお祈りするとともに、改めて深く感謝申し上げます。
　また、公益財団法人愛知県アイバンク協会及び愛知県眼科医会の皆様をはじめとした地域の
関係者の方々におかれましては、日頃より角膜移植推進のため、多大な御貢献をいただいておりま
すことに対し、厚く御礼申し上げます。
　今年は臓器移植法施行 20周年の節目であり、厚生労働省としては、この機会を捉え、角膜移
植を含む移植医療について国民の皆様の御理解がより一層深まるよう啓発活動を進めるととも
に、法の下で公平・公正な移植が行われるようにさらに努力していく所存です。
　今後とも、皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げ、私の挨拶といたします。

平成29年10月10日

 厚生労働副大臣 高木 美智代 様メッセージ
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献花感謝状贈呈

寺﨑理事長
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ご遺族
の手記

献眼者

　平成28年10月16日の夜、母は、87年の
生涯を閉じました。
　亡くなる2年前に軽い脳梗塞、その後、
腸閉塞を患い、平成28年の7月から入院し
ていましたが、ケアマネージャーをしている
姉からは、同世代の人と比較すると、母は
大変元気であることを聞いていましたし、
私もそう思っていましたので、最期が、突
然に、あまりにも早く来たのには、悲しみと
共に、大変驚きました。そのとき私はただ「あ
りがとう」としか言葉になりませんでしたが、
私は母が時々生前言っていた「私が死ん
だら、体は全部使って欲しい。」との言葉
を思い出し、また、臓器提供の意思カード
を持っていましたので、直ぐに関係機関に
連絡を取りました。その際の電話連絡では、
臓器は無理との事でしたが、アイバンクに
は連絡が取れ、日付が変わった深夜にもか
かわらず、医師に自宅まで来ていただきま
した。医師からは「とても良い目です。」と仰っ
ていただきました。その後アイバンクの方か
ら、愛知県内の男性と女性に移植した旨、
ご連絡をいただきました。
　母は亡くなりましたが、どなたかの体をお
借りし、母の目は生きています。母の思い
に沿ってお役に立っているかと思いますし、
どこかで、私たち家族を母が見ていてくれ
ると思うと、大変うれしく思います。
　通夜の挨拶で、母の病状の事、目を提
供させていただいた事を話しましたので、
葬儀の挨拶をどのようにしようかと思い、私
は母の名前の一字である「信」を辞書で
確認しました。その辞書には4つの意味が
書いてありました。

　1つ目は、「本当であると思って疑わない、
信じる」・・・「私は人の言うことを信じる人、
だから信子」と、母はよく言っていました。
　2つ目は、「うそを言わない、約束を守る、
誠、信義」・・・17年前に亡くなった父の
名前は正夫、姉は誠子、私は義記。それ
ぞれの名前の一字に信、正、誠、義・・・
家族4人の名前には、「人として正しい道」
という共通する意味がありました。
　3つ目は、「手紙、書物」・・・母の生前
の趣味は書道でした。セレモニーホールの
中にもいくつか掲示させていただきました。
「子供は家の宝物」「笑顔にひらく天の花」
母の書の中でも、私が特に好きな言葉です。
　4つ目は、「宗教を信じること、信仰」・・・
信仰心のある母でした。仏壇に、そして神
棚にお参りしている母を、私は毎日見てい
ました。
　名は体を表すと言いますが、母はまさし
く「信」という文字を体現した87年の生涯
であったと思い、この4つを話させていただ
きました。

　また、偶然のことにも驚きました。
　題目にも書かせていただきましたが、実
は、母の誕生日は10月10日、目の愛護デー
です。偶然ですが、これも何かの縁と思い
ます。
　また、母の法名は、釈尼綾信。「綾」と
いう文字が入っています。この法名は母が
生前、父と共にいただいた法名ですが、
私の2人の娘の名前にはそれぞれ「絢」、
「彩」という同じ音の文字が入っています。
これも偶然です。
　妻の料理は100点です。が、やはり、母
の味には敵いません。いつの日か天国で、
また母の料理を食べてみたいと思います。
　母が亡くなった1年後、私たち4人の家
族はマンションから引っ越し、父と母が住ん
でいた家での新生活をスタートさせました。
　父と母が眠る仏壇の隣の部屋では、娘
が毎日ピアノを弾いていますので、天国で
その音色を聞いてくれていると思います。
「おかあちゃん、ありがとう。」、「これから
も見守ってください。お願いします。」

「目の愛護デーは、母の誕生日」 （名古屋市） 古川 義記

献眼者 ご遺族の手記

「in The Clouds (Sunset)」
遺族（長男）の絵

（アクリル画 エアーブラシで作成）

角膜を献眼して下さった提供者やご家族の方へ
尊い意思のこもった大切な瞳を頂き、感謝しても感謝しきれ
ません。
これからの生活に明るい未来を頂けた事、本当にありがた
く思います。
心からありがとうございます。

（匿名 29.3.27）

前略
先日眼科杉田病院にて母が角膜移植をしていただきまし
た。入院から3日後の急な手術だったにもかかわらず、すみ
やかに対応していただいたおかげで、母は少しずつ手術以
前と同じ日常を過ごせるようになってきております。
ドナーの方、ご家族の方、病院の先生方やスタッフの方々、
不老会の皆様方に心からお礼申し上げます。
本当にありがとうございました。 草々

（T・K 29.3.30）

私は不老会の皆様の尊い御意思により御
献眼いただき、H29年3月に眼科杉田病院
にて角膜移植を行いました。手術から一ヶ
月が過ぎ、経過は順調でございます。視力
も0.3まで回復しています。好きな読書もで
きるようになり「ワクワク」とした日々 をすごし
ています。
角膜を提供くださった方に感謝し、「ありが
とうございました」と、心に手を合わせてい
ます。

（B・T 29.4.14）

ドナー様、御家族の皆様へ
初めてお手紙を書きます。
御家族の尊いお志のもとで大切な角膜をいただき、無事手
術を終える事が出来ました。
角膜の提供をいただけなければ、義眼にするしか選択肢が
ありませんでした。
これで今しばらく自らの目で生活を続けられそうです。
本当にありがとうございました。

（匿名 29.4.28）

角膜移植手術を受けられた方々から不老会へたくさんのお礼状が届いております。その一部をご紹介します。

角膜移植を受けられた方からのお礼の手紙 （声）

この度、貴重な角膜をご提供いただきありがとうございまし
た。高齢の母にかわり代筆させていただきました。
母は目の中に菌が入り痛みで半年間大変な苦労をしてまい
りましたが、現在快方に向かっております。この度の経験よ
り、移植手術の重要さを身をもって知り「アイバンク」に登録
しようと考えております。

（I・Y 29.9.4）

この度はお礼の返信遅れて申し訳ありません。
9月に私の母が貴団体様より貴重な角膜の提供を受け、杉田眼科病院で手
術をしてもらいました。
角膜移植手術を受ける前は眼の痛みが強く1年半以上もの間、夜も眠れな
い日々 が続いていました。
手術をしてもらってからは、おかげ様で術後の経過も良く、痛みから解放さ
れて夜もぐっすり眠れる様になったと喜んでおります。
痛みからの解放はドナー様のご厚意がなければ叶わない事でした。
側でずっと痛みを訴えている母を診ていた娘の私も安堵しています。
この度は本当にありがとうございました。
又、この機会を通して移植に関して私も微力ながらお役に立つ事があれ
ば・・・と思う様になりました。

（T・S 29.11.16）

〒460-0008 名古屋市中区栄二丁目 10-19
名古屋商工会議所ビル内
TEL・FAX 052-203-4580

私どもは、生をうけた以上、十分働き、楽しんで長寿を全うしたいものです。
長寿を全うしたのちは、遺体を提供し、社会のために尽くすのがこの会です。
大学の医学部・歯学部では、不老会よりの遺体で、学生の教育に当たって
おられます。あなたの入会をお待ちしております。

医学のため
　遺体を提供

公益財団法人 不老会

事務所

医学のため
　遺体を提供
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ご遺族
の手記

献眼者

　平成28年10月16日の夜、母は、87年の
生涯を閉じました。

亡くなる2年前に軽い脳梗塞、その後、
腸閉塞を患い、平成28年の7月から入院し
ていましたが、ケアマネージャーをしている
姉からは、同世代の人と比較すると、母は
大変元気であることを聞いていましたし、
私もそう思っていましたので、最期が、突
然に、あまりにも早く来たのには、悲しみと
共に、大変驚きました。そのとき私はただ「あ
りがとう」としか言葉になりませんでしたが、
私は母が時々生前言っていた「私が死ん
だら、体は全部使って欲しい。」との言葉
を思い出し、また、臓器提供の意思カード
を持っていましたので、直ぐに関係機関に
連絡を取りました。その際の電話連絡では、
臓器は無理との事でしたが、アイバンクに
は連絡が取れ、日付が変わった深夜にもか
かわらず、医師に自宅まで来ていただきま
した。医師からは「とても良い目です。」と仰っ
ていただきました。その後アイバンクの方か
ら、愛知県内の男性と女性に移植した旨、
ご連絡をいただきました。

母は亡くなりましたが、どなたかの体をお
借りし、母の目は生きています。母の思い
に沿ってお役に立っているかと思いますし、
どこかで、私たち家族を母が見ていてくれ
ると思うと、大変うれしく思います。

通夜の挨拶で、母の病状の事、目を提
供させていただいた事を話しましたので、
葬儀の挨拶をどのようにしようかと思い、私
は母の名前の一字である「信」を辞書で
確認しました。その辞書には4つの意味が
書いてありました。

1つ目は、「本当であると思って疑わない、
信じる」・・・「私は人の言うことを信じる人、
だから信子」と、母はよく言っていました。

2つ目は、「うそを言わない、約束を守る、
誠、信義」・・・17年前に亡くなった父の
名前は正夫、姉は誠子、私は義記。それ
ぞれの名前の一字に信、正、誠、義・・・
家族4人の名前には、「人として正しい道」
という共通する意味がありました。
　3つ目は、「手紙、書物」・・・母の生前
の趣味は書道でした。セレモニーホールの
中にもいくつか掲示させていただきました。
「子供は家の宝物」「笑顔にひらく天の花」
母の書の中でも、私が特に好きな言葉です。
　4つ目は、「宗教を信じること、信仰」・・・
信仰心のある母でした。仏壇に、そして神
棚にお参りしている母を、私は毎日見てい
ました。

名は体を表すと言いますが、母はまさし
く「信」という文字を体現した87年の生涯
であったと思い、この4つを話させていただ
きました。

また、偶然のことにも驚きました。
　題目にも書かせていただきましたが、実
は、母の誕生日は10月10日、目の愛護デー
です。偶然ですが、これも何かの縁と思い
ます。

また、母の法名は、釈尼綾信。「綾」と
いう文字が入っています。この法名は母が
生前、父と共にいただいた法名ですが、
私の2人の娘の名前にはそれぞれ「絢」、
「彩」という同じ音の文字が入っています。
これも偶然です。
　妻の料理は100点です。が、やはり、母
の味には敵いません。いつの日か天国で、
また母の料理を食べてみたいと思います。
　母が亡くなった1年後、私たち4人の家
族はマンションから引っ越し、父と母が住ん
でいた家での新生活をスタートさせました。

父と母が眠る仏壇の隣の部屋では、娘
が毎日ピアノを弾いていますので、天国で
その音色を聞いてくれていると思います。
「おかあちゃん、ありがとう。」、「これから
も見守ってください。お願いします。」

「目の愛護デーは、母の誕生日」 （名古屋市） 古川 義記

献眼者 ご遺族の手記

「in The Clouds (Sunset)」
遺族（長男）の絵

（アクリル画 エアーブラシで作成）

角膜を献眼して下さった提供者やご家族の方へ
尊い意思のこもった大切な瞳を頂き、感謝しても感謝しきれ
ません。
これからの生活に明るい未来を頂けた事、本当にありがた
く思います。
心からありがとうございます。

（匿名 29.3.27）

前略
先日眼科杉田病院にて母が角膜移植をしていただきまし
た。入院から3日後の急な手術だったにもかかわらず、すみ
やかに対応していただいたおかげで、母は少しずつ手術以
前と同じ日常を過ごせるようになってきております。
ドナーの方、ご家族の方、病院の先生方やスタッフの方々、
不老会の皆様方に心からお礼申し上げます。
本当にありがとうございました。 草々

（T・K 29.3.30）

私は不老会の皆様の尊い御意思により御
献眼いただき、H29年3月に眼科杉田病院
にて角膜移植を行いました。手術から一ヶ
月が過ぎ、経過は順調でございます。視力
も0.3まで回復しています。好きな読書もで
きるようになり「ワクワク」とした日々 をすごし
ています。
角膜を提供くださった方に感謝し、「ありが
とうございました」と、心に手を合わせてい
ます。

（B・T 29.4.14）

ドナー様、御家族の皆様へ
初めてお手紙を書きます。
御家族の尊いお志のもとで大切な角膜をいただき、無事手
術を終える事が出来ました。
角膜の提供をいただけなければ、義眼にするしか選択肢が
ありませんでした。
これで今しばらく自らの目で生活を続けられそうです。
本当にありがとうございました。

（匿名 29.4.28）

角膜移植手術を受けられた方々から不老会へたくさんのお礼状が届いております。その一部をご紹介します。

角膜移植を受けられた方からのお礼の手紙 （声）

この度、貴重な角膜をご提供いただきありがとうございまし
た。高齢の母にかわり代筆させていただきました。
母は目の中に菌が入り痛みで半年間大変な苦労をしてまい
りましたが、現在快方に向かっております。この度の経験よ
り、移植手術の重要さを身をもって知り「アイバンク」に登録
しようと考えております。

（I・Y 29.9.4）

この度はお礼の返信遅れて申し訳ありません。
9月に私の母が貴団体様より貴重な角膜の提供を受け、杉田眼科病院で手
術をしてもらいました。
角膜移植手術を受ける前は眼の痛みが強く1年半以上もの間、夜も眠れな
い日々 が続いていました。
手術をしてもらってからは、おかげ様で術後の経過も良く、痛みから解放さ
れて夜もぐっすり眠れる様になったと喜んでおります。
痛みからの解放はドナー様のご厚意がなければ叶わない事でした。
側でずっと痛みを訴えている母を診ていた娘の私も安堵しています。
この度は本当にありがとうございました。
又、この機会を通して移植に関して私も微力ながらお役に立つ事があれ
ば・・・と思う様になりました。

（T・S 29.11.16）

〒460-0008 名古屋市中区栄二丁目 10-19
名古屋商工会議所ビル内

私どもは、生をうけた以上、十分働き、楽しんで長寿を全うしたいものです。
長寿を全うしたのちは、遺体を提供し、社会のために尽くすのがこの会です。
大学の医学部・歯学部では、不老会よりの遺体で、学生の教育に当たって
おられます。あなたの入会をお待ちしております。

医学のため
　遺体を提供

公益財団法人 不老会

事務所

医学のため
　遺体を提供
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平成29年1月1日から12月31日までの間、144名の方に献眼していただきました。
心から感謝申し上げますとともに、謹んでご冥福をお祈りいたします。（敬称略）

ご尊名 年齢 ご尊名 年齢 ご尊名 年齢 ご尊名 年齢
（歳）

ありがとうございました献 眼 ありがとうございました献 眼

89
92
78
92
94
96
87
96
87
82
90
69
97
100
83
76
85
44
35
95
83
84
88
82
77
74
98
90
83
84
69
68
74
90
92
94

86
93
81
58
94
91
80
49
89
84
91
89
61
69
89
94
85
54
92
68
84
66
88
87
83
93
91
87
84
54
81
60
95
84
85
91

56
83
85
84
44
82
44
92
82
84
78
57
74
61
67
68
82
43
89
93
95
83
85
91
24
85
89
84
81
77
81
89
83
97
67
89

52
79
91
101
94
103
85
94
88
87
93
99
85
98
88
86
80
88
82
78
91
90
48
91
72
84
91
85
86
101
86
98
89
87
88
49

故　石井　　孚
故　岡田　修二
故　口田　恭平
故　早川　浪子
故　安井　静雄
故　黒田喜美子
故　丸山　武夫
故　杉浦　良子
故　匿　　　名
故　柏村　昌平
故　匿　　　名
故　横井二三子
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　柴田　政弘
故　匿　　　名
故　志水　　孝
故　平野　保則
故　匿　　　名
故　谷田　春江
故　匿　　　名
故　磯貝　祐司
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　大岩　敏秀
故　匿　　　名
故　山田　友子
故　石田　源一
故　吉田　　健
故　鈴木　三芳
故　伊藤　　勉
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　匿　　　名

故　雑賀　律子
故　匿　　　名
故　海江田久代
故　吉田　公明
故　吉野　妙恵
故　匿　　　名
故　志水　満歳
故　匿　　　名
故　吉野　常雄
故　永井　良一
故　石山たず江
故　匿　　　名
故　伊藤富美子
故　前川　倉蔵
故　竹内　　浩
故　近藤ふさ子
故　八木　千鳥
故　大賀　広実
故　太田　粂雄
故　奥野　信夫
故　川崎　銀子
故　三上多美子
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　土岐　敏雄
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　勅使　忠幸
故　伊藤かおり
故　匿　　　名
故　名本　洋一
故　鈴木　輝子
故　匿　　　名
故　田中　二良
故　服部　　勇

故　匿　　　名
故　佐藤　　彰
故　中川　宜子
故　二村　道代
故　山内　伸恵
故　青木　一市
故　匿　　　名
故　市石　哲夫
故　菊池　昭吾
故　匿　　　名
故　植田　　勝
故　高村　尚子
故　前川　貴男
故　匿　　　名
故　舘　　礼子
故　池尾むつ子
故　梅村　昭博
故　北川　雅英
故　匿　　　名
故　鈴木　貞子
故　匿　　　名
故　鈴木千代子
故　大森　正子
故　小西　道子
故　石原礼多賀
故　匿　　　名
故　三浦富士子
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　澤田　町子
故　横井千代子
故　木戸　忠雄
故　栗木　繁子
故　河合　京子
故　神谷　むら

故　金子　健二
故　匿　　　名
故　金澤　吉野
故　匿　　　名
故　田中　良雄
故　志水まさ子
故　森本　恵子
故　匿　　　名
故　中嶋　久夫
故　匿　　　名
故　中野彌喜雄
故　小栗　大造
故　水谷　直子
故　山田　　栄
故　兵藤　仁一
故　森　　　敏
故　山本　　覓
故　匿　　　名
故　加賀　守光
故　服部　　貢
故　成田　尚子
故　志津野嘉秋
故　寺床　康範
故　匿　　　名
故　広田　　博
故　酒井　淑江
故　鴻野　武二
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　多田まさ江
故　犬飼はぎ子
故　二村　攝三
故　和田　愛子
故　匿　　　名
故　大野　靖子
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平成29年1月1日から12月31日までの間、144名の方に献眼していただきました。
心から感謝申し上げますとともに、謹んでご冥福をお祈りいたします。（敬称略）

ご尊名 年齢 ご尊名 年齢 ご尊名 年齢 ご尊名 年齢
（歳）

ありがとうございました献 眼 ありがとうございました献 眼
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故　石井　　孚
故　岡田　修二
故　口田　恭平
故　早川　浪子
故　安井　静雄
故　黒田喜美子
故　丸山　武夫
故　杉浦　良子
故　匿　　　名
故　柏村　昌平
故　匿　　　名
故　横井二三子
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　柴田　政弘
故　匿　　　名
故　志水　　孝
故　平野　保則
故　匿　　　名
故　谷田　春江
故　匿　　　名
故　磯貝　祐司
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　大岩　敏秀
故　匿　　　名
故　山田　友子
故　石田　源一
故　吉田　　健
故　鈴木　三芳
故　伊藤　　勉
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　匿　　　名

故　雑賀　律子
故　匿　　　名
故　海江田久代
故　吉田　公明
故　吉野　妙恵
故　匿　　　名
故　志水　満歳
故　匿　　　名
故　吉野　常雄
故　永井　良一
故　石山たず江
故　匿　　　名
故　伊藤富美子
故　前川　倉蔵
故　竹内　　浩
故　近藤ふさ子
故　八木　千鳥
故　大賀　広実
故　太田　粂雄
故　奥野　信夫
故　川崎　銀子
故　三上多美子
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　土岐　敏雄
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　勅使　忠幸
故　伊藤かおり
故　匿　　　名
故　名本　洋一
故　鈴木　輝子
故　匿　　　名
故　田中　二良
故　服部　　勇

故　匿　　　名
故　佐藤　　彰
故　中川　宜子
故　二村　道代
故　山内　伸恵
故　青木　一市
故　匿　　　名
故　市石　哲夫
故　菊池　昭吾
故　匿　　　名
故　植田　　勝
故　高村　尚子
故　前川　貴男
故　匿　　　名
故　舘　　礼子
故　池尾むつ子
故　梅村　昭博
故　北川　雅英
故　匿　　　名
故　鈴木　貞子
故　匿　　　名
故　鈴木千代子
故　大森　正子
故　小西　道子
故　石原礼多賀
故　匿　　　名
故　三浦富士子
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　澤田　町子
故　横井千代子
故　木戸　忠雄
故　栗木　繁子
故　河合　京子
故　神谷　むら

故　金子　健二
故　匿　　　名
故　金澤　吉野
故　匿　　　名
故　田中　良雄
故　志水まさ子
故　森本　恵子
故　匿　　　名
故　中嶋　久夫
故　匿　　　名
故　中野彌喜雄
故　小栗　大造
故　水谷　直子
故　山田　　栄
故　兵藤　仁一
故　森　　　敏
故　山本　　覓
故　匿　　　名
故　加賀　守光
故　服部　　貢
故　成田　尚子
故　志津野嘉秋
故　寺床　康範
故　匿　　　名
故　広田　　博
故　酒井　淑江
故　鴻野　武二
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　匿　　　名
故　多田まさ江
故　犬飼はぎ子
故　二村　攝三
故　和田　愛子
故　匿　　　名
故　大野　靖子
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【ライオンズクラブ】
安城南ライオンズクラブ……… 207,676円
蟹江ライオンズクラブ……………11,671円
知立ライオンズクラブ……………74,677円
津島ライオンズクラブ……………84,698円
東浦ライオンズクラブ…………… 7,666円
弥富ライオンズクラブ……………20,677円

【一　般】
愛知県眼鏡小売商協同組合…… 245,230円
公益社団法人愛知県柔道整復師会…… 40,012円

【個　人】
前野　月子（小野田眼科医院経由）…… 100,000円

【眼　科】
アイクリニック田中………………10,036円
愛知医科大学病院…………………20,311円
あいち小児保健医療総合センター…… 2,186円
あおなみ小本アイクリニック…… 5,073円
あおやま眼科………………………23,644円
朝倉眼科クリニック………………12,246円
浅野眼科…………………………… 5,801円
浅野眼科クリニック………………54,007円
あさひ眼科クリニック…………… 3,052円
味岡眼科……………………………14,096円
あじま眼科クリニック……………73,213円
有木眼科クリニック………………46,298円
有松眼科…………………………… 2,000円
池間眼科…………………………… 6,992円
いとう眼科………………………… 8,187円
犬山駅西病院……………………… 5,778円
今井眼科医院……………………… 6,000円
いりなか眼科クリニック…………28,587円
岩澤眼科…………………………… 5,586円
宇佐美眼科…………………………17,220円
内田眼科…………………………… 5,618円
うめむら眼科……………………… 5,136円
江崎眼科医院……………………… 1,357円
ＮＴＴ西日本東海病院…………… 1,327円
エモア眼科………………………… 5,000円
おおいし眼科………………………19,496円
大橋眼科医院……………………… 2,039円
おおぶ眼科クリニック……………25,951円
奥田眼科…………………………… 8,279円
おぐり近視眼科・内科……………… 3,671円
小野田眼科医院……………………13,091円
偕行会城西病院…………………… 1,132円
かいせい病院………………………29,159円
かぐやま眼科……………………… 3,354円
春日井眼科クリニック…………… 5,478円
春日眼科…………………………… 6,000円
かちがわ眼科クリニック…………11,497円
勝川三宅眼科……………………… 4,880円
かとう眼科………………………… 3,000円
加藤眼科医院（西尾市）……………13,109円
かとう眼科クリニック…………… 7,458円
金山総合ビル眼科………………… 3,491円
蒲郡市民病院……………………… 9,675円
からき眼科クリニック…………… 9,435円
苅谷眼科……………………………10,828円
刈谷豊田総合病院…………………20,780円
河合眼科……………………………26,772円
柿本クリニック…………………… 4,087円
川本眼科……………………………11,991円
眼科宇野クリニック………………10,801円
眼科杉田病院………………………73,800円
眼科とうもとクリニック…………10,959円
眼科冨田クリニック……………… 7,938円
眼科三宅病院………………………37,805円
眼科村上医院………………………10,000円
眼科山田クリニック……………… 3,545円
北川眼科…………………………… 9,752円
桐渕眼科…………………………… 2,595円
工藤眼科クリニック………………19,184円
黒部眼科……………………………26,565円
桑山産婦人科・眼科………………… 8,117円
小池眼科医院……………………… 7,260円
小出内科眼科医院…………………14,000円
こうさか眼科………………………26,881円
厚生連…安城更生病院… …………… 8,124円
厚生連…安城更生病院…院内売店…… 70,103円

厚生連…稲沢厚生病院… …………… 2,545円
厚生連…渥美病院… …………………12,953円
こじま眼科…………………………19,000円
小嶋病院……………………………11,265円
コスモス眼科……………………… 4,289円
近藤眼科クリニック……………… 1,239円
近藤療院眼科……………………… 9,891円
済衆館病院…………………………21,182円
斎藤眼科…………………………… 8,917円
酒井眼科…………………………… 3,770円
酒井眼科医院……………………… 6,310円
桜井眼科医院……………………… 3,955円
桜ケ丘眼科…………………………16,123円
佐々眼科……………………………25,000円
佐竹眼科……………………………23,919円
さとし眼科クリニック……………17,857円
さぬき眼科………………………… 2,621円
沢眼科クリニック…………………11,000円
さわの眼科………………………… 1,036円
塩瀬眼科……………………………20,943円
しみず眼科クリニック…………… 4,546円
清水内科眼科………………………13,000円
中京病院…………………………… 2,031円
神宮前眼科医院…………………… 4,156円
すえしげ眼科………………………10,225円
杉田眼科……………………………97,000円
鈴木医院…………………………… 4,423円
鈴木眼科…………………………… 9,886円
鈴木眼科医院（額田郡）……………35,000円
鈴木クリニック……………………35,000円
スズムラ眼科医院…………………18,578円
すみれ野眼科医院…………………59,576円
聖霊病院…………………………… 2,201円
説田眼科医院……………………… 5,000円
セントラルアイクリニック……… 1,832円
総合青山病院………………………12,979円
泰玄会病院………………………… 8,443円
第２中京眼科………………………10,365円
大雄会クリニック………………… 5,486円
たかぎ眼科クリニック…………… 2,890円
たかし眼科医院…………………… 8,051円
高橋眼科……………………………10,271円
竹内眼科…………………………… 4,023円
武内眼科クリニック……………… 5,084円
田島眼科……………………………10,880円
田中眼科……………………………18,325円
タナベ眼科…………………………11,132円
玉井眼科……………………………11,412円
千秋病院…………………………… 6,797円
知多診療所………………………… 3,000円
中京眼科……………………………80,654円
津島市民病院……………………… 5,803円
寺田眼科…………………………… 9,506円
東浦眼科医院………………………14,033円
常滑市民病院……………………… 7,200円
とつか眼科…………………………43,438円
富田眼科クリニック………………14,937円
トヨタ眼科クリニック……………51,137円
豊橋市民病院……………………… 4,410円
鳥居歯科眼科………………………14,900円
中尾眼科…………………………… 5,432円
中切パークサイドクリニック……31,909円
長坂眼科……………………………20,532円
永田眼科クリニック………………18,583円
なかにし眼科……………………… 4,602円
名古屋市立西部医療センター……15,552円

鍋田眼科医院……………………… 3,715円
南波眼科皮膚科…………………… 6,738円
なんよう眼科クリニック………… 7,092円
南陽病院……………………………16,384円
西尾市民病院………………………15,696円
西垣眼科医院………………………36,751円
日進眼科クリニック………………20,538円
丹羽眼科医院………………………29,277円
野村眼科医院………………………11,713円
則武眼科…………………………… 9,460円
はた眼科クリニック………………17,000円
林眼科クリニック………………… 7,170円
半田眼科クリニック……………… 1,500円
ひさだ眼科………………………… 7,941円
ひまわり眼科……………………… 3,961円
平岩眼科……………………………27,183円
平田眼科…………………………… 9,373円
平野眼科…………………………… 6,936円
深見眼科……………………………28,908円
深見クリニック…………………… 6,120円
藤田保健衛生大学病院…………… 3,934円
富士見眼科………………………… 3,194円
ふなはし眼科………………………14,821円
碧南市民病院……………………… 7,000円
ほしの眼科…………………………29,162円
ほった眼科クリニック……………10,400円
堀眼科医院…………………………62,408円
本郷眼科クリニック……………… 5,862円
ほんじ眼科クリニック…………… 3,489円
ほんべ眼科…………………………10,000円
毎日ドクター……………………… 9,009円
まえだ眼科………………………… 6,352円
まち眼科…………………………… 6,058円
松浦眼科医院……………………… 8,300円
松原眼科院…………………………19,895円
水上眼科…………………………… 1,898円
水上眼科耳鼻咽喉科……………… 2,055円
水谷医院…………………………… 4,145円
水谷眼科医院……………………… 1,008円
水野眼科……………………………57,129円
ミッドランドスクエア眼科……… 6,716円
三菱名古屋病院…………………… 2,900円
緑丘アイクリニック………………20,000円
みやした眼科………………………17,308円
むらかみ眼科クリニック………… 7,611円
名東眼科…………………………… 2,580円
もとくら眼科………………………60,670円
本山眼科……………………………32,212円
森眼科（清須市）……………………… 3,454円
森眼科（弥富市）……………………… 9,300円
森永眼科クリニック……………… 3,371円
矢ケ崎眼科医院……………………25,000円
安間眼科……………………………14,018円
矢藤眼科……………………………14,521円
山㟢眼科……………………………45,349円
山林眼科…………………………… 2,792円
やまもと眼科………………………14,727円
弥生病院…………………………… 5,000円
湯浅眼科…………………………… 5,464円
湯口眼科医院……………………… 6,975円
横瀬医院…………………………… 7,100円
吉田医院…………………………… 4,078円
吉田眼科…………………………… 5,814円
よしむら眼科………………………11,760円
よびつぎクリニック………………16,612円
わたらい眼科……………………… 3,278円

募金箱集計結果 （平成 29 年 1月1日から同年 12月31日まで）
合計 3,649,360 円
（敬称略、五十音順）

この募金箱は県下の病院や
眼科医院などに置いてあります。
皆様のご協力をお願いします。
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特別会員

ライオンズクラブ関係

《60,000 円》 岡崎南ライオンズクラブ

《30,000 円》 愛知さくらライオンズクラブ 愛知中央ライオンズクラブ 海 部 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ

安城中央ライオンズクラブ 安城南ライオンズクラブ 安 城 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 一 色 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ

一宮サウスライオンズクラブ 一 宮 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 稲 沢 緑 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 稲 沢 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ

犬 山 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 岩 倉 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 岡 崎 葵 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 岡崎竜城ライオンズクラブ

岡 崎 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 尾張旭ライオンズクラブ 春日井けやきライオンズクラブ 春日井さくらライオンズクラブ

春日井中央ライオンズクラブ 春日井ライオンズクラブ 蟹 江 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 刈谷衣浦ライオンズクラブ

刈 谷 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 吉 良 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 幸 田 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 江 南 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ

小 牧 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 瀬 戸 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 知 立 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 東 海 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ

豊田東名ライオンズクラブ 豊田南ライオンズクラブ 豊 田 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 豊橋ちぎりライオンズクラブ

名古屋MJF ライオンズクラブ 名古屋ウエストライオンズクラブ 名古屋城北ライオンズクラブ 名古屋中ライオンズクラブ

名古屋東山ライオンズクラブ 名古屋ホストライオンズクラブ 名古屋本丸ライオンズクラブ 名古屋緑ライオンズクラブ

名古屋みなとライオンズクラブ 名古屋名南ライオンズクラブ 西 尾 東 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 西 尾 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ

丹 羽 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 額 田 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 碧 南 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 弥 富 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ

一　般  

《30,000 円》 ダイコク電機株式会社

眼科関係

《90,000 円》 愛知県眼科医会

《60,000 円》 稲 垣… 晶 子 柿㟢　裕彦 川 部… 幹 子 小 嶋… 一 晃 《50,000 円》 尾木　明子

《30,000 円》 浅野　俊樹 有木　仁之 池田　晃三 大石　文惠 大澤　　毅 奥田　正俊 佐貫…真木子 佐野　雅洋

杉田…元太郎 杉田…潤太郎 杉田…征一郎 鈴木　　聡 鈴木　裕之 鈴木…万里子 高橋　亜紀 竹本　喜也 塚田　明世 中村　友昭

新美　勝彦 西垣　士郎 丹羽　　巽 野村　亮二 原　　修哉 堀　　正剛 前田　征宏 松浦　雅子 三宅　謙作 村上　正建

元倉　智博 矢ケ㟢…悌司 安間　哲史 安間　正子

個　人

《60,000 円》 加 藤… 貞 男 《30,000 円》 社本　宮明 久田…あかね

通常会員

ライオンズクラブ関係　

《10,000 円》 名古屋シニアライオンズクラブ 名 古 屋 瑞 穂 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ

《9,000 円》 豊 川 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ

《6,000 円》 高 浜 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ

医師会関係

《3,000 円》
足立　治夫 木村　勝直 佐藤　幸雄 地域医療機能推進機構中京病院

名 古 屋 第 一 赤 十 字 病 院 院 長 名 古 屋 第 二 赤 十 字 病 院 福井　和典 三ツ口…辰男

ご支援・ご協力いただいた賛助会員
（平成 29 年 1月1日から同年 12月31日まで）

特別会員 1口 30,000 円
通常会員 1口 3,000 円

合計　4,578,000 円
（敬称略、五十音順）
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眼科関係
《30,000 円》 小 林… 久 生 《20,000 円》 加藤　京子 坪井　雄吾 《18,000 円》 久 納… 岳 朗

《15,000 円》 小椋…祐一郎 長坂　智子 南波　史子 《12,000 円》 近藤　由佳

《10,000 円》
河合　卓哉 北口　善之 桐渕　惠嗣 澤　　　 浩 武内　邦彦 竹内　実三 田中　雅子 寺㟢　浩子
三宅　養三

《9,000 円》 尾関　年則 黒部　直樹 小嶋　丈司 鈴木　一成 永田　　篤 西 脇… 晶 子 深見　久紀 山田　麻里

《6,000 円》 稲垣　恭子 岩 田… 恵 美 宇佐美…公康 内田　英哉 大橋…和紀子 荻 野… 誠 周 加 藤… 広 子 瓶 井… 資 弘

熊 谷… あ い 小 林… 英 子 笹野…久美子 佐 野… 正 純 佐 本… 真 澄 柴田　裕史 菅 原… 一 道 鈴 木… 敦 子 鈴 木…　 潤 平 良… 亮 子

高橋　正城 玉 井… 直 樹 東浦　亨子 東浦　　功 中尾…美由紀 中村　直人 丹羽　　敬 早川…みどり 廣 島… 康 二 三宅…豪一郎

杢野…久美子 森　… 宏 明 藪下…えり子 山田　　潔 吉 田… 正 和 若松　幸三 渡會　恒久

《5,000 円》 前田…真理子

《3,000 円》 青山…裕美子 秋山　惠子 浅井　景子 朝倉…光太郎 浅野　　隆 浅野　　亮 浅見　　哲 渥美　一成

天野　喜仁 荒井　北斗 粟屋　　忍 安藤　　宏 安藤　優子 家田　美紀 井口　優子 池間　　毅 市川　一夫 市田…真理子

伊藤　徳子 伊藤…麻耶里 伊藤　光枝 伊藤　逸毅 伊藤　理恵 今泉　征子 岩澤　　暁 岩瀬　　剛 岩田　美雪 上野　真治

宇佐美…有子 梅村　智恵 江坂　友里 種田　光成 大沢　郁文 大鹿　　智 太田　由枝 岡部　純子 岡村　周子 奥田　伸利

小口　宣夫 小栗…真千子 小野田…和成 加賀　達志 片岡　恵子 片山…真理子 加藤　亜紀 加藤　精美 加藤　素子 兼子　裕規

唐木　　剛 河合　米子 川添　裕子 川本　英三 川本　麻也 菅　　由子 木下　静江 木全　一幹 京兼　郁江 桐渕　惟義

工藤　大策 久保田…敏信 小池　晃央 高坂　昌志 小嶋　義久 小谷　照子 後藤　明美 小林　千晶 小林　美帆 近藤　永子

近藤　瑞枝 近藤　三博 佐井　紹謙 坂井　隆夫 榊原　友珠 櫻井　康二 佐々木…優美 笹野　信子 佐藤　之英 澤木　綾子

澤野　　徹 三治　欽哉 嶋　　千尋 清水　洋子 下野　真宏 白井　博志 城山　敬康 末繁　葉子 末森　央美 杉田…信太郎

杉田　美穂 杉本　光生 鈴木　啓太 鈴木　直子 鈴木　福江 鈴木　雅丈 鈴木　美保 鈴木…よし子 鈴村　好人 関戸　康祐

高井　佳子 髙木　勇貴 高島…みすず 高橋　研一 高橋　慎一 髙御堂…裕基 長坂　洋介 滝　　昌弘 田中　秀典 田邊　和子

田邊　竹彦 田邉　直樹 谷川　篤宏 谷口　正也 玉井　一司 玉井　浩子 玉井　祐樹 玉置　　晋 塚本　純子 津久井…真紀子

辻　　恭子 東浦　　賢 戸塚　伸吉 冨安　誠志 鳥居　良彦 内藤　賢吾 内藤　智子 内藤　尚久 長木　康典 長坂　　誠

中沢　陽子 中西　絢美 中村　　彰 中村　富雄 中村　牧子 鍋田　裕司 成相　由依 成田　祥子 新美　雅彦 新美　良子

西原　裕晶 楡　　孝子 丹羽　英康 丹羽　美佳 丹羽　勇志 野崎　実穂 野々部…典枝 野村　秀樹 野村　僚子 長谷川…亜里

長谷川…　公 長谷川…康紀 服部…かおる 八鳥　京子 服部　博之 早川　祥子 林　…登代美 林　　博文 林　…真理子 原田　景子

原田　敬志 原田…和加子 坂　　隆裕 久田　廣次 平井　樹男 平井…美加子 平井　陽子 平岩　貴志 平岩　道正 平田　国夫

平田　文郷 平野　啓治 平野　耕治 廣川　仁則 藤野　晋平 振本　常弘 古川　友大 古田　節子 堀田　和男 堀口　正之

本部　千博 馬嶋　　明 馬嶋　清如 松浦　宏允 松田　泰輔 松原　明久 松原　広樹 水上　寧彦 水口　　忠 水谷　貴宏

水野　孝子 水野　祥之 三田村…勇人 宮木　恭子 宮木　健一 三宅　三平 三宅…千佳子 三宅　悠三 室谷　真美 森　…佳月子

森　　香夏 森　　林平 盛岡　京子 森永　敏文 森永…ゆい子 森本　絵美 安井　　修 安里　崇徳 安田　俊介 安間　玲緒

安間　哲宏 矢藤　仁久 山㟢　幾雄 山崎　　淳 山㟢　　俊 山下　啓介 山田　寿一 山本　憲明 山本　真之 山本　康明

湯口　修次 横尾　夏代 横山　　翔 横山　朝美 横山　吉美 吉田　則明 吉田　陽子 渡辺　三訓

個　人
《10,000 円》 大岡　正広 小久保…左門 清水　孝江 棚 橋… 福 夫 原瀬　　強 《9,000 円》 里 元… 悠 子

《6,000 円》 鵜海　俊孝 《5,000 円》 小池　和子 髙橋　　保 矢嶋　申兌

《3,000 円》 浅井　晴代 阿部　　博 稲垣…佐喜男 井上…久美子 井上　　正 宇佐見…　治 梅田　　薫

大 髙 電 気 株 式 会 社　 大 髙… 敏 睦 大竹　　昌 大見　俊行 奥村　順子 柿本　昌伸 可知　　茂 加藤　朱実 畔柳　東一

榊原　洋子 坂元　信子 佐藤…まつの 佐藤…実奈子 佐野　節子 柴田　知代 水藤　晴義 鈴木…敬之助 鈴木　　正 鈴木　敏之

鈴木　文子 高木　　修 竹下　悦子 辰村　良雄 寺部　幸吉 遠山　康孝 冨田…てる子 冨田　紀子 早川　シゲ 福井　智子

福島…雄一郎 本多　なみ 本間　聖郎 牧野　幸雄 増田…フサエ 松井　幸子 松本　尚子 水野…ひろ子 御苗　耀子 宮崎…真里子
宮本　直哉 武藤　洋子 村松　武則 森　　秀美 山田　宣子 吉川　美雪 若狭谷…公子 匿　　　 名

ご提供くださる方の募集や登録、目をいただきに行く費用など多額の経費が必要になります。
この経費は賛助会費収入、寄付金などでまかなっております。皆様のご援助をお待ちしています。
寄付金（賛助会費を含む）に対して、申告により免税措置が受けられます。
寄付金などの振込は、振込用紙をお送りしますので、当協会までお問い合せください。
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清　水　康　博… 非公開
中井眞雄（12 回分）… 120,000 円
加　藤　貞　男… 100,000 円
真　智　直　子… 100,000 円
つばめ交通協同組合… 64,730 円
髙　津　修　市… 60,000 円
名　倉　幸　男… 60,000 円
阿久比ライオンズクラブ… 32,000 円
栢森新治（2回分）… 30,000 円
近　藤　弘　行… 30,000 円
橋　本　玲　子… 30,000 円
山　本　純　子… 30,000 円
鈴木より子（2回分）… 24,000 円
篠原謙一郎（2回分）… 20,000 円
田中幸子（2回分）… 20,000 円
田　中　一　宇… 14,000 円
松　成　義　則… 12,000 円
渥　美　敞　梧… 10,000 円
宛名印刷機製造株式会社… 10,000 円
岩　瀬　美佐子… 10,000 円
大石モータース株式会社… 10,000 円
大　島　滋　子… 10,000 円
片　岡　克　己… 10,000 円
河　津　みどり… 10,000 円
木　戸　忠　雄… 10,000 円
斉藤　茂・斉藤　伸子… 10,000 円
清　水　克　幸… 10,000 円
鈴　木　　　亨… 10,000 円
田　渕　浩　人… 10,000 円
徳　田　美津子… 10,000 円
長　㟢　和　子… 10,000 円
名古屋医師協同組合　名古屋臨床検査センター… 10,000 円
松　本　依　子… 10,000 円
宮　田　直　美… 10,000 円
山　本　康　裕… 10,000 円
匿　　　　　名… 10,000 円
遠　藤　直　哉… 8,888 円
加　藤　節　子… 7,000 円

坂　井　孝　吉… 6,000 円
高　野　利恵子… 6,000 円
西　川　弘　和… 6,000 円
村　田　よし子… 6,000 円
青　山　映　江… 5,000 円
天　野　賢一郎… 5,000 円
石黒　久夫・石黒　真理… 5,000 円
今　村　桂　三… 5,000 円
岩　瀬　文　雄… 5,000 円
小笠原　かよ子… 5,000 円
岡　田　尚　子… 5,000 円
筧　　　八　郎… 5,000 円
神　谷　鋓　彦… 5,000 円
桒　原　美　枝… 5,000 円
坂　元　信　子… 5,000 円
杉　浦　　　律… 5,000 円
杉　本　玲　子… 5,000 円
棚　橋　千津子… 5,000 円
中　田　寿美男… 5,000 円
永　田　孝　夫… 5,000 円
永　谷　ゆかり… 5,000 円
羽　田　弘　子… 5,000 円
福　島　宏　司… 5,000 円
藤　原　洋　子… 5,000 円
松　井　靜　枝… 5,000 円
松　本　武　夫… 5,000 円
宮　地　慶　子… 5,000 円
山　本　光　夫… 5,000 円
匿　　　　　名… 5,000 円
池田宏一（2回分）… 4,000 円
匿　　　　　名… 4,000 円
青　井　邦　夫… 3,000 円
浅　井　昭　治… 3,000 円
浅　野　歌　子… 3,000 円
浅　野　眞　平… 3,000 円
飯　田　源　治… 3,000 円
飯　塚　敏　実… 3,000 円
伊　藤　一　鋭… 3,000 円

犬　飼　敏　子… 3,000 円
犬　塚　勝　正… 3,000 円
井　上　信　子… 3,000 円
井ノ口　ひとみ… 3,000 円
今　井　登志子… 3,000 円
岩瀬　昭一・岩瀬　綱子… 3,000 円
内　田　光　子… 3,000 円
梅　田　　　薫… 3,000 円
梅　村　雅　子… 3,000 円
大　井　一　美… 3,000 円
大河内　純　子… 3,000 円
大　島　キ　ヌ… 3,000 円
大　島　秀　一… 3,000 円
大　塚　章　子… 3,000 円
岡　田　幸　子… 3,000 円
岡　田　信　吾… 3,000 円
荻野　邦夫・荻野　八千代… 3,000 円
笠　井　安　代… 3,000 円
加　藤　史　典… 3,000 円
加　藤　八　神… 3,000 円
加　藤　洋　是… 3,000 円
加　藤　淑　子… 3,000 円
門　田　美佐子… 3,000 円
神　谷　千賀子… 3,000 円
亀　山　邦　男… 3,000 円
木　村　清次郎… 3,000 円
甲　野　かつ子… 3,000 円
越　山　直　子… 3,000 円
児　玉　喜代美… 3,000 円
後　藤　金　平… 3,000 円
小　林　光　成… 3,000 円
駒　沢　美都男… 3,000 円
小　松　清　子… 3,000 円
近　田　紘　一… 3,000 円
近　藤　郁　穂… 3,000 円
齋　藤　　　昭… 3,000 円
坂　野　正　康… 3,000 円
佐　藤　精　一… 3,000 円

ご寄付ありがとうございました （平成 29 年 1月1日から同年 12月31日まで）
合計 1,910,198 円
（敬称略、金額順）
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佐　野　堯　子… 3,000 円
柴　田　弘　之… 3,000 円
下　田　清　美… 3,000 円
神　野　康　明… 3,000 円
鈴　木　良　介… 3,000 円
関　戸　　　誠… 3,000 円
髙　橋　法　子… 3,000 円
滝　沢　信　一… 3,000 円
田　中　小　春… 3,000 円
谷　原　　　實… 3,000 円
寺　沢　啓　子… 3,000 円
中　尾　芙佐子… 3,000 円
長　坂　和　幸… 3,000 円
中　嶋　静　夫… 3,000 円
中　西　峰　子… 3,000 円
西　坂　幸　子… 3,000 円
祢宜田　美　治… 3,000 円
野　田　みや子… 3,000 円
林　　　伸　二… 3,000 円
林　　　義　子… 3,000 円
伴　　　敏　光… 3,000 円
深　津　敦　子… 3,000 円
伏　木　智　子… 3,000 円
星　月　俊　典… 3,000 円

保　田　修　司… 3,000 円
水　野　隆　博… 3,000 円
溝　口　光　雄… 3,000 円
宮内　宣忠・宮内　秀子… 3,000 円
森　本　まさみ… 3,000 円
山　住　隆　二… 3,000 円
山　本　安　江… 3,000 円
横　井　壮　汎… 3,000 円
吉　見　正　文… 3,000 円
匿　　　　　名… 3,000 円
匿　　　　　名… 3,000 円
匿　　　　　名… 3,000 円
匿　　　　　名… 3,000 円
宇佐美　佳代子… 2,000 円
大　林　智　彦… 2,000 円
奥　村　久美子… 2,000 円
梶本　昇・梶本　清子… 2,000 円
国　安　伸　二… 2,000 円
久保田　将　夫… 2,000 円
畔　柳　東　一… 2,000 円
下　村　幸　裕… 2,000 円
杉　江　加代子… 2,000 円
杉　江　尋　美… 2,000 円
橘　　　ゆかり… 2,000 円

都築　勝・都築　三沙子… 2,000 円
野　村　美佐子… 2,000 円
長谷川　恭　代… 2,000 円
平　野　十四子… 2,000 円
広　田　貞　己… 2,000 円
蓑　島　はま江… 2,000 円
村　田　弘　美… 2,000 円
山　内　季美枝… 2,000 円
山　本　すわ子… 2,000 円
匿　　　　　名… 2,000 円
吉　村　昭　正… 1,500 円
竹之内　英　昭… 1,080 円
伊　奈　　　明… 1,000 円
上　野　　　修… 1,000 円
相　賀　　　貞… 1,000 円
大　西　良　信… 1,000 円
金　原　　　淳… 1,000 円
鈴　木　かづ子… 1,000 円
林　　　玉　子… 1,000 円
堀　口　節　子… 1,000 円
巻　田　政　敏… 1,000 円
山　村　和　子… 1,000 円

●角膜は眼球の最前部にある黒目と呼ばれる透明な組織です。角膜の病気としては円錐角膜・水
疱性角膜症・細菌またはウイルス感染症・角膜白斑・角膜変性症・ジストロフィ・外傷など様々で
すが、このような病気や外傷で白く濁ってしまった角膜を透明な角膜と取り替える手術を角膜移
植といいます。

●角膜が透明であれば、近視・遠視・乱視・老眼・白内障・緑内
障・年齢に関係なく献眼ができます。

●感染の恐れのある病気での死亡の場合は献眼できない場
合があります。

●現在、目の不自由な方が愛知県内に13,733人※もおり、角膜
移植を心待ちにしている人は平成29年12月末で131人です。

角膜移植って?!

※愛知県健康福祉部調べ（平成29年4月1日）

角
膜
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人
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平成 28 年度事業実績（主な概要）

●登録者・献眼者・待機患者の推移（年度末）

1 登録者  699 人
2 角膜提供者  133 人
3 献眼者に弔電  49 件  
4 角膜移植待機患者（平成 29 年 3 月 31 日）130 人
5 角膜提供登録申込書付きリーフレット、ポスターを配布した。
6 会報「愛知県アイバンク」第 62 号を発行した。
7 眼球の安全性確保のため、血液検査を実施した。
8 角膜移植スペキュラーマイクロスコープを更新整備した。
9 目の愛護デー記念式典（40 周年）及び中央講演会を愛知県眼科医会と共催で実施した。

【登録者】 （人）

年度 ライオンズクラブ 一般 不老会 計
平成19年度 641 81 − 722
20年度 768 57 − 825
21年度 568 113 − 681
22年度 413 68 − 481
23年度 370 22 − 392
24年度 434 47 − 481
25年度 205 81 322 608
26年度 143 38 286 467
27年度 250 55 421 726
28年度 311 39 349 699

※平成19 年度〜 24 年度までの不老会は、データがないため「−」とした。 

【角膜提供者】 （人）

年度 ライオンズクラブ 一般 不老会 計
平成19年度 11 44 96 151
20年度 6 28 112 146
21年度 6 41 111 158
22年度 4 37 96 137
23年度 8 39 97 144
24年度 1 31 106 138
25年度 3 20 111 134
26年度 4 18 108 130
27年度 2 31 125 158
28年度 3 29 101 133

【角膜移植待機患者】（年度末）　（人）

年度 待機患者
平成19年度 158
20年度 136
21年度 128
22年度 130
23年度 116
24年度 104
25年度 107
26年度 114
27年度 124
28年度 130
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●貸借対照表（平成 29 年 3月31日現在）
� （円）

Ⅰ資産の部

1. 流動資産

科　　目 当年度 前年度 増　減

（1）現金預金

現金 15,414 34,969 ▲ 19,555

普通預金 10,398,153 7,016,157 3,381,996

定期預金 4,080,000 4,080,000 0

郵便預金 6,455,462 14,517,424 ▲ 8,061,962

　現金預金合計 20,949,029 25,648,550 ▲ 4,699,521

（2）その他流動資産

未収金 5,040,000 6,670,000 ▲ 1,630,000

前払金 12,180 47,460 ▲ 35,280

立替金 13,314 0 13,314

　その他流動資産合計 5,065,494 6,717,460 ▲ 1,651,966

　流動資産合計 26,014,523 32,366,010 ▲ 6,351,487

2. 固定資産

（1）基本財産

定期預金 117,529,480 117,529,480 0

　基本財産合計 117,529,480 117,529,480 0

（2）特定資産

建物 4,625,920 4,847,868 ▲ 221,948

土地 4,044,860 4,044,860 0

什器備品 6,946,303 1,872,202 5,074,101

退職給付引当資産 3,068,774 2,486,511 582,263

ソフトウェア 90,125 167,825 ▲ 77,700

　特定資産合計 18,775,982 13,419,266 5,356,716

（3）その他固定資産

什器備品 18,418 61,778 ▲ 43,360

ソフトウェア 2,363 30,713 ▲ 28,350

　その他固定資産合計 20,781 92,491 ▲ 71,710

　固定資産合計 136,326,243 131,041,237 5,285,006

　資産合計 162,340,766 163,407,247 ▲ 1,066,481

Ⅱ負債の部

1. 流動負債

未払金 6,080,761 9,239,083 ▲ 3,158,322

預り金 94,432 103,034 ▲ 8,602

　流動負債合計 6,175,193 9,342,117 ▲ 3,166,924

2. 固定負債

退職給付引当金 3,068,000 2,486,000 582,000

　固定負債合計 3,068,000 2,486,000 582,000

　負債合計 9,243,193 11,828,117 ▲ 2,584,924

Ⅲ正味財産の部

1. 指定正味財産

国庫補助金 37,800 50,400 ▲ 12,600

　指定正味財産合計 37,800 50,400 ▲ 12,600

　（うち特定資産への充当額） -37,800 -50,400 （▲ 12,600）

2. 一般正味財産 153,059,773 151,528,730 1,531,043

　（うち基本財産への充当額） -117,529,480 -117,529,480 0

　（うち特定資産への充当額） -15,670,182 -10,882,866 -4,787,316

　正味財産合計 153,097,573 151,579,130 1,518,443

　負債及び正味財産合計 162,340,766 163,407,247 ▲ 1,066,481
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●平成 28 年度　正味財産増減計算書
� （円）
Ⅰ一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部
科　　目 当年度 前年度 増　減

（1）経常収益
基本財産運用益
　　基本財産受取利息 176,373 322,920 ▲ 146,547
　基本財産運用益計 176,373 322,920 ▲ 146,547
特定資産運用益
　　特定資産受取利息 263 432 ▲ 169
　特定資産運用益計 263 432 ▲ 169
受取会費
　　特別会員受取会費 3,090,000 3,500,000 ▲ 410,000
　　通常会員受取会費 1,633,000 1,773,000 ▲ 140,000
　受取会費計 4,723,000 5,273,000 ▲ 550,000
事業収益
　　角膜斡旋手数料 32,290,000 32,870,000 ▲ 580,000
　事業収益計 32,290,000 32,870,000 ▲ 580,000
受取補助金等
　　受取地方公共団体補助金 1,320,000 1,320,000 0
　　　愛知県補助金収入 880,000 880,000 0
　　　名古屋市補助金収入 440,000 440,000 0
　　受取民間補助金 1,000,000 1,000,000 0
　　　愛知県眼科医会補助金収入 1,000,000 1,000,000 0
　　受取民間助成金 72,050 68,165 3,885
　　　日本アイバンク協会助成金収入 72,050 68,165 3,885
　　受取補助金等振替額 12,600 12,600 0
　受取補助金等計 2,404,650 2,400,765 3,885
受取寄付金
　　受取寄付金 1,646,634 2,330,282 ▲ 683,648
　　募金収益 3,959,595 3,757,625 201,970
　受取寄付金計 5,606,229 6,087,907 ▲ 481,678
雑収益
　　受取利息 1,344 2,671 ▲ 1,327
　　雑収益 257,500 150,000 107,500
　雑収益計 258,844 152,671 106,173
　経常収益計 45,459,359 47,107,695 ▲ 1,648,336

（2）経常費用
事業費
　　給与手当 3,446,133 3,497,840 ▲ 51,707
　　福利厚生費 816,542 838,558 ▲ 22,016
　　会議費（事） 6,583 5,000 1,583
　　旅費交通費 3,465,210 4,212,880 ▲ 747,670
　　通信運搬費 817,713 2,231,698 ▲ 1,413,985
　　減価償却費 2,241,972 1,662,350 579,622
　　消耗什器備品費 35,640 829,440 ▲ 793,800
　　消耗品費 3,432,048 3,636,482 ▲ 204,434
　　印刷製本費 970,080 2,455,848 ▲ 1,485,768
　　支払リース料 102,643 70,243 32,400
　　賃借料 155,958 158,399 ▲ 2,441
　　保険料 254,077 245,393 8,684
　　諸謝金 11,650 13,806 ▲ 2,156
　　租税公課 73,850 73,600 250
　　支払助成金 6,990,900 6,640,200 350,700
　　委託費 5,524,092 6,052,032 ▲ 527,940
　　雑費 201,360 168,587 32,773
　事業費計 28,546,451 32,792,356 ▲ 4,245,905
管理費
　　給与手当 9,841,636 9,431,000 410,636
　　退職給付費用 582,000 634,000 ▲ 52,000
　　福利厚生費 2,130,251 2,040,815 89,436
　　会議費 116,532 106,128 10,404
　　旅費交通費 237,380 293,120 ▲ 55,740
　　通信運搬費 225,766 233,098 ▲ 7,332
　　減価償却費 182,684 206,692 ▲ 24,008
　　消耗什器備品費 0 829,440 ▲ 829,440
　　消耗品費 363,485 220,130 143,355
　　印刷製本費 486,000 0 486,000
　　光熱水料費 141,536 132,675 8,861
　　支払リース料 261,014 227,816 33,198
　　賃借料 113,400 113,400 0
　　保険料 46,300 45,190 1,110
　　租税公課 98,750 98,100 650
　　委託費 375,670 370,378 5,292
　　雑費 49,260 52,588 ▲ 3,328
　管理費計 15,251,664 15,034,570 217,094
　経常費用計 43,798,115 47,826,926 ▲ 4,028,811
　　評価損益等調整前当期経常増減額 1,661,244 ▲ 719,231 2,380,475
　評価損益等計 0 0 0
　　当期経常増減額 1,661,244 ▲ 719,231 2,380,475

2. 経常外増減の部
（1）経常外収益

　経常外収益計 0 0 0
（2）経常外費用

　固定資産売却損
　　　什器備品売却損 130,201 0 130,201
　　固定資産売却損計 130,201 0 130,201
　　経常外費用計 130,201 0 130,201
　　　当期経常外増減額 ▲ 130,201 0 ▲ 130,201
　　　税引前当期一般正味財産増減額 1,531,043 ▲ 719,231 2,250,274
　　　当期一般正味財産増減額 1,531,043 ▲ 719,231 2,250,274
　　　一般正味財産期首残高 151,528,730 152,247,961 ▲ 719,231
　　　一般正味財産期末残高 153,059,773 151,528,730 1,531,043

Ⅱ指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
　　一般正味財産への振替額 ▲ 12,600 ▲ 12,600 0
　一般正味財産への振替額計 ▲ 12,600 ▲ 12,600 0
　　当期指定正味財産増減額 ▲ 12,600 ▲ 12,600 0
　　指定正味財産期首残高 50,400 63,000 ▲ 12,600
　　指定正味財産期末残高 37,800 50,400 ▲ 12,600

Ⅲ正味財産期末残高 153,097,573 151,579,130 1,518,443
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1月17日（火）	 ●東京第一ホテル錦
東海眼鏡協議会主催「新春互礼会」に出席

1月20日（金）	 ●熱田神宮
不老会主催「新春顔合わせ会」に出席

2月3日（金）	 ●津　市民活動センター
東海北陸地区アイバンク広域活動連絡会に出席

2月10日（金）	 ●東京　學士会館
アイバンクワークショップセミナーに出席

2月15日（水）	 ●本会会議室
常務理事会を開催

2月23日（木）	 ●ザ・ビー名古屋
理事会を開催

3月17日（金）	 ●ザ・ビー名古屋
評議員会を開催

3月18日（土）	 ●名古屋大学附属病院眼科医局
眼科開業医眼球摘出業務講習会を実施

4月19日（水）	 ●平和公園
1R・7R・9Rライオンズクラブ主催「献腎・献眼合同慰霊祭」に
参列

4月24日（月）	 ●本会会議室
愛知県補助金監査

5月12日（金）	 ●平和公園
不老会主催「献体者顕彰式並びに御名札納式」に参列

5月25日（木）	 ●本会会議室
監事監査

5月30日（火）	 ●ザ・ビー名古屋
理事会を開催

6月23日（金）	 ●ザ・ビー名古屋
定時評議員会を開催

7月28日（金）	 ●東京　国際フォーラム
東海北陸地区アイバンク広域活動連絡会及び全国アイバン
ク連絡協議会に出席

7月29日（土）	 ●東京　国際フォーラム
アイバンクワークショップセミナーに出席

8月17日（木）	 ●本会会議室
常務理事会を開催

10月4日（水）	 ●愛知県医師会館
目の愛護デー中央講演会を開催

10月10日（火）	●愛知県医師会館
目の愛護デー記念式典を開催

会のうごき
（平成 29 年 1月〜同年 12月）

●財産目録（平成 29 年 3月31日現在）
（単位 : 円）

貸借対照表科目 金額
（流動資産）
現金預金

現金 15,414
普通預金 10,398,153

7,182,169
1,476,066
1,739,918

定期預金 4,080,000
郵便預金 6,455,462
現金預金合計 20,949,029

その他流動資産 未収金 5,040,000
前払金 12,180
立替金 13,314
その他流動資産合計 5,065,494

流動資産合計 26,014,523
（固定資産）
基本財産

定期預金 117,529,480
23,159,480
15,230,000
52,660,000
26,480,000

基本財産合計 117,529,480
特定資産 建物 4,625,920

土地 4,044,860
什器備品 6,946,303
退職給付引当資産 3,068,774
普通預金 2,068,774

904,774
1,164,000

定期預金 1,000,000
ソフトウェア 90,125
特定資産合計 18,775,982

その他固定資産 什器備品 18,418
ソフトウェア 2,363
その他固定資産合計 20,781

固定資産合計 136,326,243
資産合計 162,340,766

（流動負債） 未払金 6,080,761
預り金 94,432
流動負債合計 6,175,193

（固定負債） 退職給付引当金 3,068,000
固定負債合計 3,068,000

負債合計 9,243,193
正味財産 153,097,573



「ロービジョンケア」 愛知医科大学眼科  藤田 京子

　昨今の新しい手術方法や点眼薬の開発によってより良い
視覚を手に入れることが可能になってきました。しかし一方で
治療法がない、もしくは治療をしても完治が望めない病気は無
くなることはなく、人口の高齢化と歩調を合わせるように患者さ
んの数は増え続けています。そのような難治性の病気をもつ
患者さんは眼鏡をかけても見え方は改善せず、視覚に障害を
抱えながらの生活を余儀なくされます。

　視覚の障害は光覚が失われ視覚を使うことができない「全
盲」（blind）の状態から視覚が部分的に障害される「ロービ
ジョン」まで様々です。ロービジョンは比較的新しい概念で、日
本では1990年ごろから使われはじめました。ロービジョンは視
覚が残っているという点で全盲とは異なります。

　ロービジョンの見え方は原因となっている病気によって異な
り「全体的にぼやけて見える」、「視野が狭い」、「視界の中心
が見えない」など様々です。それらの症状は患者さんに不快
な見え方を強いるだけでなく、日常生活に支障を来たします。
視野が狭い場合は足元や周りが見えないために移動が難し
くなり、中心部分が見えない場合は本や新聞が読めなくなりま
す。また、そのような行動面だけでなく、「これまで見えていたも
のが見えなくなってしまった喪失感」、「共感してもらえない孤
独感」、「将来への不安」など精神面にも影響がでます。

　ロービジョンケアは見えづらいために生じる患者さんの様々
な困難に対する支援の総称です。患者さんの一つ一つの訴
えに対し、支援の方法を見つけ患者さん自らが「できることを増
やす」ことがその大きな目的です。支援は眼科医療分野にとど
まらず、教育、福祉、就労、心のケアまで多岐にわたります。そ
のためロービジョンケアに関わる職種も眼科医、視能訓練士、

歩行訓練士、ケースワーカー、市町村の福祉課のスタッフ、盲
学校の教員、臨床心理士と多様で、それぞれの職種がそれ
ぞれの立場でロービジョンを支えています。

　眼科で行うロービジョンケアは主に拡大鏡や遮光眼鏡の選
定です。患者さんの視機能を検査し、その視機能に合った拡
大鏡の倍率を決めます。遮光眼鏡は眩しさの原因となる光を
カットするレンズで、視界がはっきりします。そのほか「便利グッ
ズ」の紹介や、福祉の情報なども提供します。

　ロービジョンの方がロービジョンケアの存在を知るきっかけと
なるのは主に病院の眼科です。現在ロービジョンケアを提供し
ている眼科施設は限られていますが、患者さんのニーズに応じ
てその数は徐 に々増えつつあります。また、各市町村単位で眼
科とリハビリテーション施設との連携を推進するようなシステムの
構築も模索されており、今後の発展が期待されるところです。

　2030年に我が国の視覚障害者は200万人に達し、世界で
は2050年までに現在の約3倍に増加すると予測されていま
す。想像をはるかに超える膨大な数字に私たちは今から十分
に備える必要があります。ロービジョンケアの普及と確立に向
け我々眼科医をはじめロービジョンケアに関わる者に高い意識
が求められています。

の衛生目

献眼登録者が逝去された時は、ご遺族様などの関係者は、すぐに下記の連絡先までご連絡ください。
24時間体制で待機しています。
眼球の摘出は、死後6時間以内（冬期は12時間以内）に行わないと、使用できなくなりますので、すぐにご連絡ください。
なお、献眼登録をしていなくても、ご遺族様の同意があれば献眼することが可能です。
その場合も、ご連絡ください。

臓器移植法が改正され、平成22年1月17日から、親族に対し、角膜を優先的に提供したいという意思表示をすることが可能となりました。
（提供できる範囲は1親等で、待機患者として登録されていることが必要です。）

献眼についてのお願い

連絡先 愛知県救急医療情報センター アイバンク窓口
TEL （052）262-1100

愛知県アイバンク  No.63愛知県アイバンク  No.6314
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会報を作成に当たり、いつも1年を振り返ることができます。昨年は、あっせん手
数料の消費税課税、広域あっせん情報のメールの活用など新しく取り組むこ
とがあったと思います。今年も角膜移植を取り巻く環境も変化するだろうと思い
ます。それに対応しながら頑張っていきたいと思います。 （事務局）

編集・印刷　宛名印刷機製造株式会社
TEL （052） 262-1100

愛知県救急医療情報センター
アイバンク窓口編集

後記
編集
後記 献眼の

連絡は

愛知県アイバンク  No.63愛知県アイバンク  No.6316

トピックス 東海ラジオ飛び込みマイク
　平成29年11月21日に東海ラジオ飛び込みマイクの取材がありました。
　レポーター 稲葉浩美さんが、東海ラジオのホームページに次のとおり
載せていただきました。

　今日は名古屋大学病院の眼科にお邪魔し、愛知県アイバンク協会理
事長 名古屋大学院眼科医教授の寺﨑浩子さんと、愛知県アイバンク協
会事務局長 保田修司さんにお話を伺いました。
　アイバンク協会とは、角膜を提供する人と移植を待つ人の架け橋の役
目をする所です。角膜の提供登録から移植病院のあっせんまでを行って
います。
　黒目の表面を覆っている透明な膜が「角膜」です。病気や怪我で濁って
しまうと物が見えなくなりますが、濁った角膜を取り除き透明な角膜に取り
替えることで視力を回復することが出来ます。その手術が角膜移植です。
　愛知県では昭和51年の設立以来、今までに7,000人を超えるあっせん
があり、今でも移植を待っている患者さんは100人を超えているそうです。
　愛知県でのアイバンク登録者は14万人を超え、全国でもトップレベルだ
そうです。

　昨年は700名の方に献眼登録
をしていただいたそうですが、登録
者数は年々減少傾向にあります。
　年齢制限もなく、どなたでも献
眼できます。白内障、緑内障の手
術をした方でも献眼できます。
　献眼の意思のある方はアイバ
ンク協会に登録をしていただきま
す。また登録がなくても、ご遺族の承諾があれば献眼は可能です。
　日本アイバンク協会ではジャニーズ事務所の協力のもと、献眼につい
て知ることができる啓発用DVD「ヒ・カ・リ」を作成しました。
　出演は、滝沢秀明さんと水野真紀さんなどです。
　学校、団体等に貸し出しをし、研修などで活用していただき、角膜移植
についての理解を深めていただきたいそうです。　
　個人での貸し出しはできませんが、ご活用される場合は、愛知県アイ
バンク協会にお問い合わせ下さい。052-263-0832までお願いします。
　今日は、寺﨑さん、保田さんありがとうございました。

普及啓発用DVD「ヒ・カ・リ」のご案内
DVD「ヒ・カ・リ」は、公益財
団法人日本アイバンク協会
が作成し、団体等への貸し
出しを行っています。活用さ
れる機会がありましたら、ご
連絡ください。

収録時間：ドラマ21分
アイバンク活動紹介
ドキュメント14分

製　　作：（株）ジャニーズ事務所
連 絡 先：公益財団法人愛知県アイバンク協会
T　E　L：052-263-0832　　E - m a i l：info@aichieyebank.org

愛知県アイバンク協会とコカ・コーラボトラーズジャパン株式会
社などと協力のもと支援型自動販売機の設置の企画を行って
います。
新しく自動販売機を設置される場合や交換などをお考えの際
にはご検討いただきますようお願いします。
支援型自動販売機は、ご利用金額の一部が愛知県アイバンク
協会に支援されます。なお、販売手数料からアイバンクに支援
いただく割合は各設置者により異なります。

連 絡 先：公益財団法人愛知県アイバンク協会
T　E　L：052-263-0832　　E - m a i l：info@aichieyebank.org

支援型自動販売機の設置のお願い


