
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年度も どうぞよろしく! 

           松山地方には白梅・紅梅が咲き誇り、その枝にはメジロが飛んできて花を啄み、 

          里山ではウグイスの初音を聞く季節を迎えました。 

そんな春の訪れの中、２０１９年２月１７日(日)、ＮＰＯ法人スペシャルオリ

ンピックス日本・愛媛の総会が、愛媛県総合社会福祉会館(松山市南持田町)の 

                   研修室において開催されました。いつも印刷でお世話になっている富士ゼロック

ス四国株式会社松山支店支店長の和田文武氏には来賓として出席していただき、 

ご挨拶をいただきました。その後理事長から感謝状を贈呈し、貴社のご発展を願うとともに今後とも 

ご協力いただけるようにお願いしました。 

 さて当日は、正会員総数８９名中、実出席４０名、委任出席４０名で総会が成立し、５つの議案を 

審議しました。 

 まず２０１８年度の活動報告、活動計算書並びに監査報告について提案。これらについては事前に 

総会資料が届けられており、また活動の実際はトーチランやブランチによる報告を「オレンジスピリ

ット」で行っていることもあって、いずれも賛成多数で承認されました。続いて２０１９年度の活動

計画(案)並びにその活動予算書（案）が提案、審議されました。今年度は１０月に、中国・四国ブロ

ック競泳競技会とバドミントン競技会が予定されており、村上コーチと長山コーチから説明がありま

した。これらの提案も賛成多数で承認され、そして第５号議案の２０１９・２０２０年度役員改選の 

提案があり、新理事の栗田弥和様、時岡美恵様を含む１９名が全会一致で可決承認されました。その

後、新役員の紹介がありました。 

 今年の総会ではオブザーバーとして参加された上甲さん（松山市）、柴田さん（西予市）、西田さん 

（八幡浜市）から参加されての感想をいただきました。念願の南予ブランチの誕生やアスリート・会

員拡大の課題などをお互いに確認しつつ、総会を終了しました。 

 その後、第１回の理事会が開かれ、山本理事長、日野副理事長、石原副理事長の再任を決定しまし

た。尚、役割分担等の任務は、３月の運営委員会で決めることになりました。 

また事務局あっての私たちの活動。大上事務局長、事務局の小倉さん、賀原さん、よろしくお願い

します。ＳＯＮ・愛媛の充実のために、これからも共に力を発揮し、私たちの活動をさらに発展させ

ていきましょう。 

                              【 理事長  山本万喜雄 】 

 

                                    

特定非営利活動法人 

スペシャルオリンピックス日本・愛媛 
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  ２０１９年 ３月１５日発行 
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　1/20(土)第4回理事会

　3/31(土)地区連絡協議会・全国事務局長会議(東京)

　4/21(土)第２回運営委員会

　5/19(土)第３回運営委員会

　6/15（土）第４回運営委員会          コーチクリニック開催

　6/16（日）リレーマラソン

 7/20(土)第２回理事会

 7/21(日)ユニファイドスポーツ・デイ

 8/17(土)第５回運営委員会

　7/15（日）２０１８年度臨時総会  9/ 8(日) どてかぼちゃカーニバルに出店

　7/21（土）第２回理事会

　8/ 5(日)ナショナルミーティング　(愛知)

　8/15(土)第５回運営委員会  9/21(土)第６回運営委員会

　9/ 2(日)トーチランinえひめ　　 10/19(土)第７回運営委員会

　9/ 8(土)第６回運営委員会 10/ 6(日)SON・愛媛バドミントン競技会開催

　9/ 9(日)どてかぼちゃカーニバルに出店 10/19(土)第７回運営委員会

　9/22(土)～２４(月)夏季ナショナルゲーム・愛知 10/26(土)～27(日)中四国ブロック競泳競技会開催

　9/29(土)中国四国地区ブロック下半期事務局長・SP委員長会議 　　　　   チャリティーゴルフ大会

10/13(土)第７回運営委員会

10/21(日)チャリティーゴルフ大会

10/28(日)ＳＯＮ・岡山バドミントン競技会参加 11/16(土)第8回運営委員会

11/ 4(日)ＳＯＮ・兵庫陸上競技会参加

11/17(土)第８回運営委員会 11/24(日)ＳＯデー

12/ 9(日)第1２回SON・愛媛ボウリング競技会・SOデイ 　　  　　西条市駅伝

12/15(土)第３回理事会

12/21(土)第３回理事会

　7/15（日）ユニファイドスポーツ・デイin南予(西予市)

 6/15(土)第４回運営委員会

 3/16(土)第１回運営委員会

　　　　中国四国地区ブロック下半期事務局長・SP委員長会議　          

 3/30(土)地区連絡協議会・全国事務局長会議

 4/20(土)第２回運営委員会

         SON・広島陸上競技会参加

　       チャリティーボウリング大会参加(今治)

　6/24（日）ＳＯＮ・広島陸上競技会参加

　7/ 1（日）ＳＯＮ・広島競泳競技会参加

ＮＰＯ法人　　スペシャルオリンピックス日本・愛媛

２０１９年度総会報告

　                スポーツプログラム　　(毎月)

●　２０１８年度主な活動報告 　●　２０１９年度活動計画
　　　　　　　　スポーツプログラム　　(毎月)

  2/10(土)採火式・分火式　(愛知)

　2/25(日)２０１８年度通常総会

 5/18(土)第３回運営委員会

  3/17(土)第１回運営委員会

  4/ 1(日)上半期ブロック会議・SP委員会全国会議(東京)

　4/21(土)～4/22(日)ナショナルゲーム現地説明会(愛知)

 3/31(日)SP委員会全国会議・上半期ブロック会議

 2/17(日)第１回理事会

　2/25(日）第１回理事会　

　　      バドミントン競技会

　　　　　陸上競技会　

　　　　　陸上競技会　

　　　　 第１３回ＳＯＮ・愛媛ボウリング競技会

 1/19(土)第４回理事会

　　　　 SON・広島ボウリング競技会参加

 2/17(日)２０１９年度通常総会
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　　収入の部　　　（単位：円）

コーチ研修費/専門委員会費/行事費/広告事業費/販売物品購入費

減価償却費/地代家賃/光熱水料費

消耗品費/修繕保守費／通信運搬費/旅費交通費/雑費

　収入の部　　　（単位：円）

助成金収入

コーチ研修費/専門委員会費/行事費/広告事業費

修繕保守費／通信運搬費/旅費交通費/雑費

　　助成金収入 600,000          

　

                　

　　　　●２０１９年度新役員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十音順)

　　　　　　　　　　   　　　　 　　　　

                             

助成金収入300,000          　　助成金収入

●　２０１９年度予算書

予　算

　　会費収入

2,811,060        寄付金収入/受取負担金

　　支出計 4,502,014        

実　　績科　目

人件費/スポーツプログラム費／競技会費／ナショナルミーティング費

308              雑収入

4,524,368        

3,300,338        

　　収入計

正会員入会金/正会員会費収入/賛助金収入/法人会費収入

●　２０１８年度計算書

　　寄付金等収入

　　管理費 1,201,676        
人件費/会議費／印刷製本費／光熱水料費／消耗什器備品費

備　　　考

1,413,000        

　　支出の部　　　　（単位：円）

　　雑収入

　　事業費

備　　　考

　　会費収入 1,894,000        正会員入会金/正会員会費収入/賛助金収入/法人会費収入

科　目

　　寄付金等収入 1,668,000        寄付金収入/受取負担金

　　雑収入 1,000            雑収入

　　収入計 4,163,000        

　　支出計 4,163,000        

　　支出の部　　　　（単位：円）

　　事業費 3,030,000        
人件費/スポーツプログラム費／競技会費／ナショナルミーティング費

　　管理費 1,133,000        
人件費/会議費／印刷製本費／光熱水料費／消耗品費／消耗什器備品費

理 事
秋山 香織 石原 実 大上 俊輔 苅田 欣也 栗田 弥和
澤田 公子 末松 茂 杉本 太一 時岡 美恵 高岡 栄美子
橋本 治子 日野 二郎 松井 宏治 村上 澄子 村上 千恵美
山内 幸子 山本 万喜雄

監 事 近藤 猛 森 健

顧 問 下田 正 立川 百恵
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月 松山・東温ブランチ 場所 今治ブランチ 場所 西条ブランチ 場所 新居浜ブランチ 場所

バドミントン・ボウリング ボウリング 桑名ﾎﾞｳﾙ 陸上 運動公園 競泳 山根公園プール

競泳 バドミントン 総合福祉ｾﾝﾀｰ

バドミントン・ボウリング ボウリング 桑名ﾎﾞｳﾙ 陸上 運動公園 競泳 山根公園プール

競泳 バドミントン 総合福祉ｾﾝﾀｰ

バドミントン・ボウリング ボウリング 桑名ﾎﾞｳﾙ 陸上 運動公園 競泳 山根公園プール

競泳 バドミントン 総合福祉ｾﾝﾀｰ

バドミントン・ボウリング ボウリング 桑名ﾎﾞｳﾙ 陸上 運動公園 競泳 山根公園プール

競泳 バドミントン 総合福祉ｾﾝﾀｰ

バドミントン・ボウリング ボウリング 桑名ﾎﾞｳﾙ 陸上 運動公園 競泳 山根公園プール

競泳 障がい者スポーツ大会 砥部陸上競技場

ひうち陸上競技場 バドミントン 総合福祉ｾﾝﾀｰ

バドミントン・ボウリング ボウリング 桑名ﾎﾞｳﾙ 陸上 運動公園 競泳 山根公園プール

競泳 バドミントン 総合福祉ｾﾝﾀｰ

陸上記録会実施

バドミントン・ボウリング ボウリング 桑名ﾎﾞｳﾙ 陸上 運動公園 競泳 山根公園プール

競泳 バドミントン 総合福祉ｾﾝﾀｰ

障がい者スポーツ大会 ｱｸｱﾊﾟﾚｯﾄ

バドミントン・ボウリング ボウリング 桑名ﾎﾞｳﾙ 陸上 運動公園 競泳 山根公園プール

競泳 バドミントン 総合福祉ｾﾝﾀｰ

バドミントン・ボウリング ボウリング 桑名ﾎﾞｳﾙ 陸上 運動公園 競泳 山根公園プール

競泳 バドミントン 総合福祉ｾﾝﾀｰ

バドミントン・ボウリング ボウリング 桑名ﾎﾞｳﾙ 競泳 山根公園プール

競泳

バドミントン 総合福祉ｾﾝﾀｰ

陸上 運動公園

バドミントン・ボウリング ボウリング 桑名ﾎﾞｳﾙ 陸上 運動公園 競泳 山根公園プール

競泳 バドミントン 総合福祉ｾﾝﾀｰ

陸上記録会実施

バドミントン・ボウリング ボウリング 桑名ﾎﾞｳﾙ 陸上 運動公園 競泳 山根公園プール

競泳

バドミントン 総合福祉ｾﾝﾀｰ

松山・東温ブランチ

  お花見会

  西条市駅伝

  サンキューパーティー

　　皆様にご協力、ご支援をいただきながら活動していきたいと思います。

中国・四国ブロック認定コーチ研修会

　コーチクリニックを愛媛で開催すること、他地区への競技会へ積極的に参加することです。

ＳＯＮ・愛媛バドミントン競技会

各施設

10

12

その他の活動及び事業計画

東温市どてかぼちゃカーニバル

  サンキューパーティー

中四国ブロック陸上競技会

ＳＯＮ・福岡ボウリング競技会

ＳＯＮ・愛媛ユニファイドスポーツ

  愛媛マラソン

　　今年度の主な活動計画は、南予にブランチを立ち上げる活動を継続すること、愛媛で競泳・バドミントン競技会を開催すること、
　

各施設

ＳＯＮ・山口ボウリング競技会

中国・四国ブロック認定コーチ研修会

中国・四国ブロック陸上競技会

ＳＯＮ・愛媛ユニファイドスポーツ

ＳＯＮ・愛媛ユニファイドスポーツ

2

２０１９年度　　ブランチ活動計画

活動期間：2019年1月1日～2019年12月31日

スポーツプログラム及び競技会関連活動

1 各施設

各施設

  ユニファイドバドミントン

今治ブランチ 西条ブランチ 新居浜ブランチ

3

4

5

7

8

6

各施設

各施設

各施設

各施設

各施設
ＳＯＮ・広島ボウリング競技会

ＳＯＮ・愛媛ボウリング競技会

ＳＯＮ・兵庫陸上競技会

サンキューパーティー

手芸教室   環境ボランティア参加

  チャリティボウリング参加   西条市駅伝

9

11

  サンキューパーティー

中四国ブロック競泳競技会

ＳＯＮ・広島ボウリング競技会

ＳＯＮ・愛媛ボウリング競技会

各施設

各施設

各施設

ＳＯＮ・愛媛バドミントン競技会

ＳＯＮ・愛媛ボウリング競技会

中国・四国ブロック認定コーチ研修会ＳＯＮ・岡山バドミントン競技会

- ４ -



 

   

した

文武支店長

である

なご支援をいただいており、そのお礼として感謝状を贈呈させていただきました。

  

新年度の予算計画など、スムーズに承認いただきました。

な取り組みや、

重要な

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△

△

   ～総会の報告をします

先般２月１

したので、その内容をご報告いたします

文武支店長へ感謝状を

であるオレンジスピリット

なご支援をいただいており、そのお礼として感謝状を贈呈させていただきました。

 総会の議事につきましても

新年度の予算計画など、スムーズに承認いただきました。

な取り組みや、

重要な活動計画

本年度も愛媛県下のＳＯ活動の普及に向けて

 

 

 

△ソニー生命保険株式会社

ライフプランナー

△南予ブランチの立ち上げにご協力いただいている

～総会の報告をします

先般２月１７日に、２０１

ので、その内容をご報告いたします

へ感謝状を贈呈させていただきました。富士ゼロックス四国様におかれましては

オレンジスピリット

なご支援をいただいており、そのお礼として感謝状を贈呈させていただきました。

総会の議事につきましても

新年度の予算計画など、スムーズに承認いただきました。

な取り組みや、本年１０月に実施予定の中四国ブロック競泳競技会およびバドミントン競技

計画であるため、全員で力を合わせて取り組むことを確認いたしました。

愛媛県下のＳＯ活動の普及に向けて

ソニー生命保険株式会社 

ライフプランナー  上甲

南予ブランチの立ち上げにご協力いただいている

～総会の報告をします!

２０１９年度のスペシャルオリンピックス日本・愛媛の定期総会を実施いたし

ので、その内容をご報告いたします

贈呈させていただきました。富士ゼロックス四国様におかれましては

オレンジスピリットをはじめ、総会の資料なども

なご支援をいただいており、そのお礼として感謝状を贈呈させていただきました。

総会の議事につきましても、２０１８年度の活動報告や２０１９

新年度の予算計画など、スムーズに承認いただきました。

１０月に実施予定の中四国ブロック競泳競技会およびバドミントン競技

ため、全員で力を合わせて取り組むことを確認いたしました。

愛媛県下のＳＯ活動の普及に向けて

 松山支社 

上甲 泰様 

南予ブランチの立ち上げにご協力いただいている

～ 

年度のスペシャルオリンピックス日本・愛媛の定期総会を実施いたし

ので、その内容をご報告いたします。今回の総会では、

贈呈させていただきました。富士ゼロックス四国様におかれましては

はじめ、総会の資料なども

なご支援をいただいており、そのお礼として感謝状を贈呈させていただきました。

２０１８年度の活動報告や２０１９

新年度の予算計画など、スムーズに承認いただきました。

１０月に実施予定の中四国ブロック競泳競技会およびバドミントン競技

ため、全員で力を合わせて取り組むことを確認いたしました。

愛媛県下のＳＯ活動の普及に向けて頑張って

△富士ゼロックス四国㈱松山支店

南予ブランチの立ち上げにご協力いただいている柴田

上甲様、西田様、柴田様、

今回の総会にオブザーバーと

して参加していただき、あり

がとうございました。

 今年度も、ご支援・ご協力

のほどよろしくお願いいたし

ます。

年度のスペシャルオリンピックス日本・愛媛の定期総会を実施いたし

今回の総会では、

贈呈させていただきました。富士ゼロックス四国様におかれましては

はじめ、総会の資料なども無償で印刷

なご支援をいただいており、そのお礼として感謝状を贈呈させていただきました。

２０１８年度の活動報告や２０１９

新年度の予算計画など、スムーズに承認いただきました。なかでも、

１０月に実施予定の中四国ブロック競泳競技会およびバドミントン競技

ため、全員で力を合わせて取り組むことを確認いたしました。

頑張ってまいり

△富士ゼロックス四国㈱松山支店

和田 文武支店長様

柴田 徳子様 

上甲様、西田様、柴田様、

今回の総会にオブザーバーと

して参加していただき、あり

がとうございました。

今年度も、ご支援・ご協力

のほどよろしくお願いいたし

ます。  

-５- 

年度のスペシャルオリンピックス日本・愛媛の定期総会を実施いたし

今回の総会では、まず、富士ゼロックス四国㈱

贈呈させていただきました。富士ゼロックス四国様におかれましては

無償で印刷・作成

なご支援をいただいており、そのお礼として感謝状を贈呈させていただきました。

２０１８年度の活動報告や２０１９年度の活動計画、ならびに昨年度の決算や

なかでも、南予ブランチの立ち上げに向けた継続的

１０月に実施予定の中四国ブロック競泳競技会およびバドミントン競技

ため、全員で力を合わせて取り組むことを確認いたしました。

まいりましょう。

△富士ゼロックス四国㈱松山支店

文武支店長様 

上甲様、西田様、柴田様、

今回の総会にオブザーバーと

して参加していただき、あり

がとうございました。 

今年度も、ご支援・ご協力

のほどよろしくお願いいたし

年度のスペシャルオリンピックス日本・愛媛の定期総会を実施いたし

まず、富士ゼロックス四国㈱

贈呈させていただきました。富士ゼロックス四国様におかれましては

・作成いただくなど、日頃からさまざま

なご支援をいただいており、そのお礼として感謝状を贈呈させていただきました。

年度の活動計画、ならびに昨年度の決算や

南予ブランチの立ち上げに向けた継続的

１０月に実施予定の中四国ブロック競泳競技会およびバドミントン競技

ため、全員で力を合わせて取り組むことを確認いたしました。

ましょう。    【

△富士ゼロックス四国㈱松山支店  

 

上甲様、西田様、柴田様、 

今回の総会にオブザーバーと

して参加していただき、あり

今年度も、ご支援・ご協力

のほどよろしくお願いいたし

△楽スポＧＯ

年度のスペシャルオリンピックス日本・愛媛の定期総会を実施いたし

まず、富士ゼロックス四国㈱松山支店

贈呈させていただきました。富士ゼロックス四国様におかれましてはニュースレター

いただくなど、日頃からさまざま

なご支援をいただいており、そのお礼として感謝状を贈呈させていただきました。 

年度の活動計画、ならびに昨年度の決算や

南予ブランチの立ち上げに向けた継続的

１０月に実施予定の中四国ブロック競泳競技会およびバドミントン競技会

ため、全員で力を合わせて取り組むことを確認いたしました。 

 【 理事 松井

楽スポＧＯやわたはまスポーツクラブ会長

西田 千景様

 

年度のスペシャルオリンピックス日本・愛媛の定期総会を実施いたしま 

松山支店の和田

ニュースレター

いただくなど、日頃からさまざま

年度の活動計画、ならびに昨年度の決算や

南予ブランチの立ち上げに向けた継続的

会などは新年度の

松井 宏治 

やわたはまスポーツクラブ会長

千景様 

 

 

和田 

ニュースレター 

いただくなど、日頃からさまざま 

年度の活動計画、ならびに昨年度の決算や 

南予ブランチの立ち上げに向けた継続的 

は新年度の 

 】 

やわたはまスポーツクラブ会長 



今年も２月１１日建国記念日に愛媛県東予地方局今治支部局、今治警察署、今治市役所、各地区自治

ボランティア団体のみなさんと総勢２００余名で今治くるしまライオンズクラブ様の不法投棄ゴミ撤

業に参加しました。

４

は太陽熱温水器など回収撤去致しました。これからも他団体のみなさんと協力しながら環境美化活動を続け

て行きます。

今治くるしまライオンズクラブのみなさま

ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

「

ヤーのひとりである桑田佳祐さん発案により「

なってい

でしたが

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不法投棄ゴミ撤去作業に参加しました

今年も２月１１日建国記念日に愛媛県東予地方局今治支部局、今治警察署、今治市役所、各地区自治

ボランティア団体のみなさんと総勢２００余名で今治くるしまライオンズクラブ様の不法投棄ゴミ撤

業に参加しました。

４,１１０㎏もの回収作業となり、それ以外に処理困難物としてタイヤ、テレビ、冷蔵庫、大きいもので

は太陽熱温水器など回収撤去致しました。これからも他団体のみなさんと協力しながら環境美化活動を続け

て行きます。 

今治くるしまライオンズクラブのみなさま

ありがとうございました。

ＫＵＷＡＴＡ

「技術を遺憾なく発揮できる場を作ろう

ヤーのひとりである桑田佳祐さん発案により「

なっている桑名ボウルさんでチャレンジしました。

日頃の練習通りのスコアでエントリー。品川プリンスでの本大会には

でしたが、イベントに参加出来た達成感

 

不法投棄ゴミ撤去作業に参加しました

今年も２月１１日建国記念日に愛媛県東予地方局今治支部局、今治警察署、今治市役所、各地区自治

ボランティア団体のみなさんと総勢２００余名で今治くるしまライオンズクラブ様の不法投棄ゴミ撤

業に参加しました。 

１１０㎏もの回収作業となり、それ以外に処理困難物としてタイヤ、テレビ、冷蔵庫、大きいもので

は太陽熱温水器など回収撤去致しました。これからも他団体のみなさんと協力しながら環境美化活動を続け

 

今治くるしまライオンズクラブのみなさま

ありがとうございました。

ＫＵＷＡＴＡ 

技術を遺憾なく発揮できる場を作ろう

ヤーのひとりである桑田佳祐さん発案により「

桑名ボウルさんでチャレンジしました。

日頃の練習通りのスコアでエントリー。品川プリンスでの本大会には

イベントに参加出来た達成感

不法投棄ゴミ撤去作業に参加しました

今年も２月１１日建国記念日に愛媛県東予地方局今治支部局、今治警察署、今治市役所、各地区自治

ボランティア団体のみなさんと総勢２００余名で今治くるしまライオンズクラブ様の不法投棄ゴミ撤

１１０㎏もの回収作業となり、それ以外に処理困難物としてタイヤ、テレビ、冷蔵庫、大きいもので

は太陽熱温水器など回収撤去致しました。これからも他団体のみなさんと協力しながら環境美化活動を続け

今治くるしまライオンズクラブのみなさま

ありがとうございました。         

 ＣＵＰ

技術を遺憾なく発揮できる場を作ろう

ヤーのひとりである桑田佳祐さん発案により「

桑名ボウルさんでチャレンジしました。

日頃の練習通りのスコアでエントリー。品川プリンスでの本大会には

イベントに参加出来た達成感

不法投棄ゴミ撤去作業に参加しました

今年も２月１１日建国記念日に愛媛県東予地方局今治支部局、今治警察署、今治市役所、各地区自治

ボランティア団体のみなさんと総勢２００余名で今治くるしまライオンズクラブ様の不法投棄ゴミ撤

１１０㎏もの回収作業となり、それ以外に処理困難物としてタイヤ、テレビ、冷蔵庫、大きいもので

は太陽熱温水器など回収撤去致しました。これからも他団体のみなさんと協力しながら環境美化活動を続け

今治くるしまライオンズクラブのみなさま、お世話になりました。

         

 

ＣＵＰ ２０１９

技術を遺憾なく発揮できる場を作ろう！」

ヤーのひとりである桑田佳祐さん発案により「

桑名ボウルさんでチャレンジしました。

日頃の練習通りのスコアでエントリー。品川プリンスでの本大会には

イベントに参加出来た達成感を味わうことが出来ました。

 

富士山も花も鉛筆も、明るい色で丁寧に絵

の具を重ねていますね。見に行ったわたしが

元気をもらえました。次の個展を楽しみにし

ています。

不法投棄ゴミ撤去作業に参加しました! 

今年も２月１１日建国記念日に愛媛県東予地方局今治支部局、今治警察署、今治市役所、各地区自治

ボランティア団体のみなさんと総勢２００余名で今治くるしまライオンズクラブ様の不法投棄ゴミ撤

１１０㎏もの回収作業となり、それ以外に処理困難物としてタイヤ、テレビ、冷蔵庫、大きいもので

は太陽熱温水器など回収撤去致しました。これからも他団体のみなさんと協力しながら環境美化活動を続け

お世話になりました。

         【 今治ブランチ

２０１９ みんなのボウリング

！」という趣旨の下、ボウリングをこよなく愛するプレイ

ヤーのひとりである桑田佳祐さん発案により「ＫＵＷＡＴＡ

桑名ボウルさんでチャレンジしました。 

日頃の練習通りのスコアでエントリー。品川プリンスでの本大会には

味わうことが出来ました。

 

 

河北康佑さんの絵画展が開かれました

富士山も花も鉛筆も、明るい色で丁寧に絵

の具を重ねていますね。見に行ったわたしが

元気をもらえました。次の個展を楽しみにし

ています。        

-６- 

 

今年も２月１１日建国記念日に愛媛県東予地方局今治支部局、今治警察署、今治市役所、各地区自治

ボランティア団体のみなさんと総勢２００余名で今治くるしまライオンズクラブ様の不法投棄ゴミ撤

１１０㎏もの回収作業となり、それ以外に処理困難物としてタイヤ、テレビ、冷蔵庫、大きいもので

は太陽熱温水器など回収撤去致しました。これからも他団体のみなさんと協力しながら環境美化活動を続け

お世話になりました。

今治ブランチ 

みんなのボウリング

という趣旨の下、ボウリングをこよなく愛するプレイ

ＫＵＷＡＴＡ ＣＵＰ

日頃の練習通りのスコアでエントリー。品川プリンスでの本大会には

味わうことが出来ました。

 

 

河北康佑さんの絵画展が開かれました

富士山も花も鉛筆も、明るい色で丁寧に絵

の具を重ねていますね。見に行ったわたしが

元気をもらえました。次の個展を楽しみにし

      【 

今年も２月１１日建国記念日に愛媛県東予地方局今治支部局、今治警察署、今治市役所、各地区自治

ボランティア団体のみなさんと総勢２００余名で今治くるしまライオンズクラブ様の不法投棄ゴミ撤

１１０㎏もの回収作業となり、それ以外に処理困難物としてタイヤ、テレビ、冷蔵庫、大きいもので

は太陽熱温水器など回収撤去致しました。これからも他団体のみなさんと協力しながら環境美化活動を続け

お世話になりました。 

 】 

みんなのボウリングに参加しました

という趣旨の下、ボウリングをこよなく愛するプレイ

ＣＵＰ ２０１９

日頃の練習通りのスコアでエントリー。品川プリンスでの本大会には 残念ながら参加出来ません

味わうことが出来ました。   【

河北康佑さんの絵画展が開かれました

富士山も花も鉛筆も、明るい色で丁寧に絵

の具を重ねていますね。見に行ったわたしが

元気をもらえました。次の個展を楽しみにし

 事務局 】

今年も２月１１日建国記念日に愛媛県東予地方局今治支部局、今治警察署、今治市役所、各地区自治

ボランティア団体のみなさんと総勢２００余名で今治くるしまライオンズクラブ様の不法投棄ゴミ撤

１１０㎏もの回収作業となり、それ以外に処理困難物としてタイヤ、テレビ、冷蔵庫、大きいもので

は太陽熱温水器など回収撤去致しました。これからも他団体のみなさんと協力しながら環境美化活動を続け

に参加しました

という趣旨の下、ボウリングをこよなく愛するプレイ

２０１９」を いつもお世話に

残念ながら参加出来ません

【 今治ブランチ

河北康佑さんの絵画展が開かれました

富士山も花も鉛筆も、明るい色で丁寧に絵

の具を重ねていますね。見に行ったわたしが

元気をもらえました。次の個展を楽しみにし

 】               

△ 

今年も２月１１日建国記念日に愛媛県東予地方局今治支部局、今治警察署、今治市役所、各地区自治

ボランティア団体のみなさんと総勢２００余名で今治くるしまライオンズクラブ様の不法投棄ゴミ撤去作

１１０㎏もの回収作業となり、それ以外に処理困難物としてタイヤ、テレビ、冷蔵庫、大きいもので

は太陽熱温水器など回収撤去致しました。これからも他団体のみなさんと協力しながら環境美化活動を続け

に参加しました! 

という趣旨の下、ボウリングをこよなく愛するプレイ 

いつもお世話に

残念ながら参加出来ません

今治ブランチ 】 

河北康佑さんの絵画展が開かれました

 河北康佑さん

今年も２月１１日建国記念日に愛媛県東予地方局今治支部局、今治警察署、今治市役所、各地区自治会、 

去作 

１１０㎏もの回収作業となり、それ以外に処理困難物としてタイヤ、テレビ、冷蔵庫、大きいもので 

は太陽熱温水器など回収撤去致しました。これからも他団体のみなさんと協力しながら環境美化活動を続け

 

 

いつもお世話に 

残念ながら参加出来ません 

 

河北康佑さんの絵画展が開かれました! 

河北康佑さん 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

   愛媛マラソンに参加しました

２月１０日に開催された「第５７回愛媛マラソン」に陸上プログラムのアスリート４名（髙橋健太

さん・田坂亘祐

当日は天気も良く、全員完走することができました。

なく参加しようとしなかった智也。

今回周りの皆さんの刺激を受けてやる気になり、初めて申込んだら当選。ゼロ関門を突破して

愛媛マラソンを走れることになりました。初めてなんだからどんなタイムでも自己ベスト、完走を

目指そうと送り出しました。

当日はあまりの人の多さで、最前列で応援していたのに

ことができず、スマホのアプリでドキドキしながら経過を見守りました。ゴール手前で息子の姿を見

つけた時はうれしくて大声で声援を送りました。結果は予想を大きく上回る

枠タイム。

本当によく頑張りました。あとで聞いたら、エイドでは水だけでなく飴・チョコ・パン・坊ちゃん

団子といろいろ食べて楽しかったとのこと。ゴール後は痛い足を引きずりつつも、念願の足湯に入り、

お接待の食事もいろいろいいただいて大満足の一日でした。

皆さんの応援がとても力になった
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