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菅　　富二�

小林ダンスアカデミー発表会にて�

　私は糖尿病です。治療は、食事・運動・薬物の療法があり、中でも�

食事と運動療法をしっかりしなければなりません。�

　楽しく続けられる事はないかと思っていた所、友人からダンスに誘�

われ、10年程前から始めました。健康に良いだけではなく、多くの出�

逢いがあり仲良く楽しめるスポーツです。�

　時間がとれる様でしたら仲間に入ってみませんか。�



西高定時制秋季大運動会（H18.9.27）�

今治西高定時制秋季大運動会�

9月27日（水）に今治西高定時
制運動会が行われました。秋季

運動会には最適な天候に恵まれ、まだ日差し
の残る中、開会されました。開会式では、少
ない生徒数が印象に残るのは否めませんが、
いざ競技が始まりますとそんなことはどこ吹
く風。大変白熱した楽しい運動会でありまし
た。ここで特に印象に残ったことをご報告さ
せていただきます。まずは、なんといっても
あすなろ学園の児童のみなさんです。とても
明るく元気で、総勢55名の運動会とはとても
思えない雰囲気を作り上げていただきました。
またリレーでは、高校生のお兄さんたちをぐ
んぐん追い抜くすごい選手の活躍もあり、一
同驚かされました。次に、当クラブより親子
で参加していただいた田窪さんの活躍は、周
年事業の一頁を飾れるに値するものでした。
残念ながら詳しくご報告するだけの頁があり
ませんが、笑いどころがたくさん盛り込まれ
た、大変よい競技でありました。来年も是非

ご活躍していただきたいと思います。そして
最後はやはり西高の皆さんですが、さすがに
現役高校生。縄跳び、綱引き、百足競走。ど
れをとってもその運動能力の高さは素晴らし
く、あらためて自分の年齢を感じさせられま
した。そんなこんなであっという間に時間が
過ぎ、不思議な一体感の中、閉会となりまし
た。終わってみて感じたのは、この運動会に
参加できてよかったと言うことにつきます。
これから社会で活躍される若いみなさんの素
晴らしい未来に、ほんの少しではありますが
参加できたこと、ライオンズクラブの活動が
有意義で必要不可欠であること等、あらため
て感じさせられた一日でありました。�
最後になりますが、ご協力いただいた皆様
方には夜遅くまでありがとうございました。
当委員会の不手際等多々ございましたがお許
しいただきまして、あらためて厚くお礼申し
上げます。�

青少年育成委員会　相　原　高　樹�
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ハルモニアについて�
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いっしょに歩こう�
　　～ハルモニアについて～�

「子どもの未来を育成しようとする幾つも
のグループが寄り合って、調和のもと、一つ
の法人として活動していこう」という子ども
の未来育成支援会議ハルモニアが愛媛県から
NPO法人の認証を受けたのが、2003年 4 月。�
現在、ハルモニア本部（事務局を所掌）の
ほか子育て支援部会、障害児部会、障害者部
会、児童健全育成部会、女性スキルアップ部
会、ボランティア養成部会から構成され、活
動している。�
ハルモニア（英語でハーモニー）とは、調
和や融合・和合を意味する。そこには、各々
の立場や方針、思いを抱き活動しながら美し
いハーモニーを醸し出せればという願いが込
められている。�
思えば、子どもたちを取り巻く環境が目ま
ぐるしく変化し、多種多様な子育て支援の必
要性がクローズアップされる中、地域の子育
て真っ最中の母親が中心となり、2002年にで
きたのが子育て支援部会（当初親子サークル
「きしやぽっぽ」）である。�
初めこそ、親子であそびを通して、共に育っ
ていくことに喜びを感じ、それなりに満足し
ていたが、今度は、子育ての喜びを他の親子
と共有したいとの思いが生まれた。「何かを

したい！！」強い思いと素晴らしい仲間が今、
ここに集まった。しかし、いざ、そのことを
実行に移そうと思っても、場所は？資金は？
と目の前には問題が山積み。その後、数々の
失敗を繰り返しながらも、幸運なことに活動
を支援して下さる方々に恵まれ、助成金によ
る親子文庫の開催や各種イベントの開催、絵
本の読み聞かせ活動などに取り組めるように
なった。�
昨年10月からは、今治市よりつどいの広場
事業の委託を受け、「ハルモニア広場」とし
て親子のフリースペースを開設するに至った。
現在では一日平均、15組前後の親子の利用が
あり、地域社会の中で子育ての輪が広がりを
見せている。�
しかしながら、ハルモニア全体として、各
部会ともにニーズはあるものの活動場所や資
金は非常に厳しく、思い切った活動や必要な
支援、やりたいことをどんどん取り組める状
況には至っていない。�
少子高齢化により、孤立化が進み未来を
担っていく子どもたちの自主性や社会性が育
ちにくく、社会全体の活力が低下する傾向に
ある中、地域の方々のお力を借りながら引き
続き共育ちの子育ての一環を担うことができ
ればと思っている。�
最後になりましたが、今年で4度目のハル
モニアフェスタ開催にあたりましては、今治
東ライオンズクラブ会員皆様の暖かいご協力
とご支援があり、毎年無事に終える事ができ
ております。本当にありがとうございます。�
今後とも、あたたかい目で見守って下さい
ます様、よろしくお願い致します。�

特定非営利活動法人�
子どもの未来育成支援会議ハルモニア�
子育て支援部会「きしやぽっぽ」�

　　　　　　　  代　表　片 岡 瑞 穂�
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2R親善スポーツ大会に向けて・会長一言�
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優勝目指して頑張っています�

ファイト！オーのかけ声と共に、我々今治
東ライオンズクラブソフトバレーボール愛好
会（いつから？）は、毎月第 2・第 4 土曜日
の午後 8 時から10時まで、今治市立西中学校
の体育館で、2R親善スポーツ大会に向けて
のソフトバレーボールの練習を行っています。
一昨年の大会が不本意な成績に終わり、メン
バーの中から「これではいけない。是非優勝
目指してガンバロー！」の一言から、午後8
時から西中で練習しているバレーボールチー
ム「サクランボ」さんのご厚意で、一緒に練
習して頂けるようになりました。真冬の凍え
るような寒さや、真夏のうだるような暑さに
もめげずに、日々ボールを追いかけました。

練習を始めたころは思うようにボールは飛ば
ず、飛んだかと思えば明後日の方向に飛んで
行くといった感じでしたが、少しずつチーム
ワークも良くなり、相手チームに迷惑をかけ
ないようになりました。その成果もあって、
昨年は 2 R親善スポーツ大会でみごとに 3 位
の成果を収めることができました。しかし、
我々の最終目標は優勝ですので、これからも
厳しい？練習を続けたいと思います。今現在、
練習参加メンバーはほとんど同じメンバーに
なっています。この練習の本来の目的は、日
頃の運動不足の解消ですので、経験、未経験
また上手下手に関わらず、たくさんの方の参
加をお願いします。�

社会福祉委員長　篠　宮　博　幸�

10月第2例会は、800回と記念すべき例

会となりました。チャーターメンバーも少

なくなりましたが、伝統を受け継いで来ら

れた先輩達には脱帽です。�

帽子と言えば、この日はライオン帽を持

参とのこと。しばらく使用してないので捜

してしまいました。最近はライオン帽も使

わなくなり、新入会員の人達は、何のこと

か解らないと思います。これも時代の流れ

でしょうが、時々は正装するのも身の引き

締まる思いがして良いものです。�

次は900回、いや1000回を目標にした

いと思います。そしてこれからも自信と誇

りのあるクラブを継続して行こうではあり

ませんか。�



ドネーション・トピックス�
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メンバー近況報告�
（10月ドネーションより）�

村瀬　牧男　「ＦＭバリバリ」で週 1 回30分番組の
パーソナリティーをワンクール 6 ヶ月
間務めました。      �
数少ない限られたリスナーから大好評
で惜しまれながら終了することが出来
ました。�

長野　　功　長男が結婚しました。家族が 1 人増え
ました。幸せです。�

篠宮　博幸　先日、 9 月30日号マイタウンに載りま

した。鳥生小学校が創立30周年を迎え、
私が第 1 期の卒業生で子供 2 人も 1 人
が卒業、 2 人目が今年卒業します。�
校区外に出られた卒業生や鳥生にゆか
りのある方へのアピールですので、     
皆様に広めて頂ければと思います。�

長野　　功　先月、愛媛新聞のこちら今治という記
事に音楽バンドで私が載りました。     
派手な事が嫌いな私なので黙ってました。
（すんません！）�

�
誕生日ドネーション�
　　　　白石　浩二　　　橋　良幸　　青野賢二郎�

トピックス�

西高定時制秋季大運動会（H18.9.27）�

ハルモニアについて�
（H18.9.21／9月第2例会）�

スリーデーマーチ案内�
くるしまライオンズクラブ　福山直輝様�

（H18.9.7／9月第1例会）�

井出幸彦複合地区IT専門委員活動報告�
（H18.8.3／8月第1例会）�



投稿�
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丸 鷹 産 業（株）�
代表取締役　矢野　昭利�

〒799－1522  今治市桜井2丁目6－45

学校体育衣料、介護ウェア、�
サッカー・バレーボールのゲー�
ムウェア、スポーツチャンバ�
ラ公認ウェアなど総合スポー�
ツウェアメーカーへ飛躍中。�

TEL 47－4440　FAX 48－8622�
http://www.karderi.co.jp

今　治　薬　局�
店　主　　安見　富雄�

〒794－0015  今治市常盤町2－1－8

肩こり、便秘、ヒフ病によい�
薬ございます。又、糖尿病の�
方にお薦めのお茶が好評です。�

TEL 22－0926　FAX 22－0926

矢内原登記・測量事務所�
土地家屋調査士　矢内原　元�

〒794－0823  今治市郷本町1丁目2－29

土地の分筆・合筆・地目変�
更、建物の新築・増築・取毀�
等の登記申請や調査・測量業�
務をおこなっています。�

TEL 22－1090　FAX 22－9828

人 生 は 遍 路 な り �
～サンティアゴ・デ・コンポステラを旅して～�

小山田　憲　正�



投稿�
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俥　　屋�
店　主　　矢野　聖司�

〒794－0038  今治市末広町3－2－17

料理の引き出しも多彩、本格�
的な和食、創作料理のどちら�
もおまかせ下さい。すっぽん�
の薬膳コース（1匹12,000円～）�
も人気。�

TEL 32－7431　FAX 32－7431�
http://www.kurumaya.cc

（有）コピー 商 会 �
取締役会長　横田　康知�

〒794－0027  今治市南大門町3－2－5

世代交代中に付特別要項な�
し。昭和38年2月創業以来の�
会社をどう変えていくのか模�
索中。�

TEL 22－4062　FAX 22－4173

吉 原タオル（株）�
代表取締役　吉原　史朗�

〒794－0826  今治市郷新屋敷町3丁目3－27

ホテル用タオル等、業務用製�
品をメインに自社工場にて製�
造を行っています。�

TEL 22－0231　FAX 22－3826

・�
・・・・・・・・�



例会・理事会報告�
9月第2例会�

10月第1例会�

10月第1理事会�

9月第2理事会�

日　時　平成18年 9月21日（木）12：15～�
場　所　今治国際ホテル「ダイヤモンド」 �
出席者　47名（60名中）78.3％　補正後85％�
メーク・アップ　 4 名�
・会長挨拶�
・食事�
・ゲスト紹介　　　　　　　　　　  前会長　近藤　純二�
　　NPO法人ハルモニア　　　　　　　　片岡　瑞穂 様�
・ゲスト卓話「ハルモニアについて」　　 片岡　瑞穂 様�
・審議�
　　35周年記念事業について　　　　  会長　長野　　功�
�
・委員会報告�
　　今治西高定時制秋季大運動会について�
　　　　　　　　　　　  青少年育成委員長　　橋　良幸�
　　親子マウンテンバイク乗り方教室について�
　　　　　　　　　　　  青少年育成委員長　　橋　良幸�
・ハルモニアフェスティバルについて�
　　　　　　　　　　　　  社会福祉委員長　篠宮　博幸�
・幹事報告及び終末事務　　　　　　  幹事　本宮　光朗�
�
�
 �
日　時　平成18年 9 月26日（火）19：00～�
場　所　事務局会議室�
理事メンバー　14名�
《報告事項》�
 1. 会長報告�
　 今治西高秋季大運動会の参加者呼びかけ。 �
 2. 委員会報告�
　 　橋委員長より西高定時制運動会の説明。�
《審議事項》�
 1. 第38回今治市社会福祉大会来賓ご案内について�
10月21日（土）13：30～　今治市公会堂�
会長出席、社会福祉委員会より 3 名程度参加。�

 2. 第 2 回地区ガバナー諮問委員会並びに第 2 回ゾーンレ�
　 ベル会員委員会ご案内について�
11月 4 日（土）14：30～受付　ケーオーホテル�
ZC、ZCA、三役出席。￥7,000× 5 名分クラブより支出。
サポート委員会お手伝い。�

 3. ハルモニアフェスティバルについて�
11月12日（日）10：00～14：00（雨天決行）　日吉小学
校グランド�
一人￥1,000分のチケットを購入して頂く。（例会で承
認をとる）�
社会福祉委員会で準備、お手伝いの内容等を検討する。�

 4. 第 1 回献血について�
12月17日（日）10：00～16：00　今治サティ�
青野委員長より説明あり。承認する。�

 5. 国際平和ポスターコンテストについて�
10月第一例会にて審査する。各校一点の会長賞（賞状、
￥3,000図書券）参加賞（￥1,000図書券）�

 6. お見舞いについて�
 9月22日、会長、幹事で菅　富二さんのお見舞いに行く
（クラブよりお見舞金支出）�

《協議事項》�
 1. 第34回 2 R親善スポーツ大会ご案内について�
11月18日（土）8：30～登録受付　西条市総合体育館�
出席委員会とバレー練習参加者で検討。�

 2. 今治東ライオンズクラブ35周年について�
今後、検討（準備）委員会を開催する。委員は当面、
現・次期・次次期三役で進める。�

《依頼事項》�
 1. 「骨髄バンク推進月間」運動実施についてのご案内�
 2. 「平成18年度臓器移植推進月間」運動の実施について
案内があり、次回例会で会員にパンフレット、臓器提
供意思表示カードを配布する。�

 3. 今治社会福祉協議会よりボランティア団体登録継続の�
案内があり、継続登録を承認。�
�

�
�
日　時　平成18年10月 5 日（木）12：15～�
場　所　今治国際ホテル「ダイヤモンド」 �

出席者　49名（59名中）83.1％　補正後89.8％�
メーク・アップ　 4 名�
・会長挨拶�
・国際平和ポスター審査･説明について�
　　　　　　　　　　　　　　　　　  幹事　本宮　光朗�
・食事�
・メンバー卓話　　　　　　　　　　　　　  相原　高樹�
・審議�
　　ハルモニアフェスティバルチケット購入について　
　　　　　　　　　　　　　　　　  会長　長野　　功�

・委員会報告�
　　今治西高定時制秋季大運動会報告について�
　　　　　　　　　　　  青少年育成委員長　　橋　良幸�
　　親子マウンテンバイク乗り方教室について�
　　　　　　　　　　　  青少年育成委員長　　橋　良幸�
・ハルモニアフェスティバルについて�
　　　　　　　　　　　　  社会福祉委員長　篠宮　博幸�
・幹事報告及び終末事務　　　　　　  幹事　本宮　光朗�
�
�
�
日　時　平成18年10月10日（火）19：00～�
場　所　事務局会議室�
理事メンバー　15名�
メークアップ　 1 名�
《報告事項》�
 1. 会長報告�
ハルモニアフェスティバル、2Ｒ親善スポーツ大会の参
加者呼びかけ。 �

《審議事項》�
 1.  9 月月次収支報告・四半期会計報告�
田窪会計より説明あり。承認。�

 2. 西高定時制秋季大運動会収支報告�
　橋委員長より説明あり。承認。�

 3. 第 2 回地区キャビネット会議ご案内について�
11月12日（日）12：30～受付�
センチュリーホテルイトー�
越智豊ZC出席。登録料￥7,000、旅費をクラブより支出。�

 4.「防災フェスティバル」開催についての協賛のお願いに
ついて�
次回幹事会にて検討。�

 5. 財務応援Liteについて�
購入することで承認。�

 6. 例会時間・場所の変更について�
11月第 2 例会　早朝例会　次回理事会にて審議。�
11月16日（木）集合・清掃6：30～　例会7：00～�
サンライズ糸山サイクリングターミナル下�

《協議事項》�
 1. 今治東ライオンズクラブ35周年について�
35周年準備委員会を今後開催する。�

《依頼事項》�
 1. 第16回　心のフェア「命を語り、命を歌う。」�
10月22日（日）12：30～開場「今治市民公会堂」�

10月13日の朝、リュックを背負った大勢の人の列が、商
店街を続々と通り過ぎる。今治港沖洲主会場を出発した、第
6回瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチに参加した人達
である。たまたま私の店に買物に立ち寄られたお客様から
お話を伺う機会を得た。70代の彼女は、東京から今年で3回
目の参加で、その日は短距離コースだったので、市内を散策
する時間が持てたそうで、明日は40kmに挑戦するという。
若い頃から登山が趣味で足にはかなりの自信がある様に見
受けられた。爽やかな秋日和の中、眼下に瀬戸内海を眺めつ
つ、海の碧、空の青、吹き抜ける潮風を頬に受けつつ、橋を歩
く爽快さは格別だろう。遠くは北海道、沖縄からの参加者が
いると聞き驚いた。他県の人との新しい出会いや、会話も楽
しみで、又来年もという気持ちにさせられるという。年々盛
んになってゆくスリーデーマーチ、まさに「継続は力なり」。
くるしまライオンズクラブを始め、実行委員会の皆様のご
努力に拍手を送りたい。　　　　　　　　　　　　　（S.T）�
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