
もの未来は まちの未来』
―青少年吉成ビジョン～

松山白鷺ライオンズクラブ
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の未来は、まちの未来
'kltを担う古少年の育成は社会全体の寅務である

●口夏"団 ます■イヒAO磁 グI■ `い う人口rtOこ 置な貿その下

=に “空 Htt E費 Ⅲ設 in,0,な どr'4を ヽりヽ く日々にも

大さな″■"■ 方ていよす これらの■全0ま イとは ヽランテイア■

□恵貫d垣 英本ビ【ヽ り紅Jを 宮″町肛■いっ● よい受αセす●|じ

ていう一方で ,,,0と じユ 栞既■コ 自璃 担iな ど,々 ないuと

【打tさ せ 新卜に大●4打 会的四町となっています

こりまうな【峰 0【■をいににこうえ 2111 t=g,21い 紀の■"1田

工■そレAす る■'■ t笹 =に ,Hiち には ■慎 ヤ■1ビ資力【述にと

とめたちヽ ■,■刑卓琢激し,と もたちをすんていく費Eを立えていく

r軍 江あります

。,,,unユ 大としてo寝 卓“りFをいまし人,め =車 を形立して
いく大切`崎 切

●″,草 には 五二して(くとて宝貰■■=り =題″べかせない

0● す●は よ110■ い■■おリメXヽ の五留セ商すRIな ,tE

「t,,は ■■■資れ iヽじ Jという配京に立o(4,II苔 0口 ■■てある烹“

■Ft=II民 在A民 |,印r円 五蔭口rm"、 た的“をね草し■Hで 一ISt

も,た ま=付ヨ紅を今■■にどじと すればな,ないと,た まキ

t,,I成 連jlth,紅 Ⅲていくにあたぅて こめriど ものヽ英は ミ ちめ六拍 と

,整 0新 た4壇〕t,1に していさたいと0い まi
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し,,11お ■■力になっているとD「rt西 【iど てり

,な くなっていまキ

】ころから夕草■人WttFセ 碧0す る機会"1にっているrt

査rで ,ど oこ=て るとい,切顧草もち ■草自氏▼

どA

をめぐる問題に関する:
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■予「■ま=に よじて 卜班に「■にriて 草じてもらうJことてもなく ● 掻r●

7==,Hコ を“(す るものでもあ"ま せた 本当のiす て!0と は 「■iて ,モ

=し 1を ,と■ってもらえうようにするとtrキ

=人口減少社会に於ける地域のあり方

0テどう0本来わ印(I■'くわ…'と “ヽこもっては,たくなる!ラ●Jせ■に

して1(ゎ めまち■("

0■ 二いに■えど)鳴 IIJ(リー資しじて子ども,すて れヽるに立コミュニi(■ (

riモ =至 mC

=子どもたちを 地域で百む療境づくう

0“ ,,と す●■4■ ■,(Ⅲ  Ⅲ '草 ●正にr4■3● 助にす■笠

(スⅢ一ツ」|,,テ 47,)

0サ ,,そ ヤ■女=`"4J(,一 ま■T,ユ まちでする把Hコ ミュ=ラ ィヽ い

●ⅢO拘 Ar f

, と

基 本 構 想

I育 少年を育成する環境づくら

延拡0-と 0こ り7的 に'と すう=産 “ヒ jせXと 民 企本 民「lmr ttfに 回あて

ヽットワータを崎A,IH● t● ある「まとまりJとかたち'く ,て いくというHHわ L4で す

このような打たな「地なヨヽェ='イ Jせイだとして ''fが 0強 なAlⅢ四“十tl打■は 41■

r既 ●=迎 して 神合■■=riを J11● =さ がい mに てⅢてヽ てい ,るよう4玄 ,4

こ取りⅢ■4J卜していてこと11幼ⅢⅢであるとこいます

忠8絵揖旨母岩1岳;島骨子|どをを号骨綸:景讐!螢';禄峡昏二      ■HIま、
い取々Jこ えⅢする

0■ をおり■■■■五崎tセ itfせ ヽせ民によも向卜的なフロ″ラム"

■穴正〔=因 る

0ル 氏けJ"|ム 四=を fJコしてり自7Hい理の拒■とすい的に■にする

0子 どおか■れ“す=で "ら '■ ■駈口の "ヽ■■打 に,t● して“々な

ス■―ツに■しすことの■=も 0■ 利"氏 スエーツクラフのi庄 セ】イヒを

0子 どもを工,とく印E"に しくせい■りの"み 4合 す(う

2言 少年を守る環境づくり

夕はな人m四 “ヽそ紅HFT=る た0の ,■ EW克 てしていくことも【 ,々草 的題i,ど

け上する41資りmttEに と,,■ わ高Eに 立めてきると■tl■ 真,ていくことメ■医で

わると■わすIます こ0“ m■ も■克にHイ した卜紅そ[4し ていくこと】す賢てあり

■■却理の【ど 11,i,,国 ヽり,抑 対応に,の 向上0に 向, tr拡 くち工りヽⅢを

じていわな,■ ■rf、ないと0!ま ii

0四 いに町"1■Jし て 困"ヽtコけ工I印 のF町

0し ,岳 車■をiな う■コ中H■ をヽ イヒi芝 する

0子 どちたちに n●■“さを4べ る草■tつ て,
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/1コ ミュニティを通じて
“J=拭 0こ iヽ ^至 “ いしめの間垣●tの■疫とま,″ だす0山 題ではなく

宮【 を電などfr吉=々 に■来,っ ていた,れば,ら ない弘i力 り医F の りヽ打

工円=あ るようにEい ま卓 ■なわち■人【蜂 "わ るヽさ葺 方向Fを ,ズ ってしよ

ったいてす ■分■質を的0す して ヽの4し のどの剖E“ ヽには配Ittiあります

国二い0車 初聖ンステムモは 列に四ntモどrr(町ィ、"言 モようにFPぃまキ ,申 の

0"ど ヽ 口'■ に'大 きなど打になったりもI空 て■江高EEE朗 の,てとにも

かわ口 iヽ代 には,す る日I「にt4ぅ てしまつヽ 工)に Ogぃ ます

こり回り=rIは 自,た ちなりだという工と,■ に前 “ヽ再になると☆に豆れきり

なれて「=伍 1を「“来サ「u的サをD■ iま =サ 「大に|こLbりよかりJにはさ■おえた

人た,そ たて■Ⅲ=,mじ てo、 の=ユ ないでしF'イ,ttf OtJせ 四り,41ヤ

マ(tお いても大と人とり円わりわ,な くなる0は 当40馬 Tた 0■ '

しわし 人間江大mら しく"こ こ●は 大と人とのコミュニターションの,マ しれ

n,れ ないようにEIぃ=■ 人に″わられをす輌gゃ 人に岬 〕る工足“など"■ う=

こうように 人と大とめ国わりてしかヽ当0こ せはAい うれないとイえます す々の

■=■ も醸メうろう"tモ it=Ogえ なイう■自,自 0そ Lt=ヽ てい ,み

これ打】ミュニ'■ のも,7■ ,ヽ おヽとFP(It i

いま こしを江いるiど もたち″■●工こ“,4が ,打 ゆ苺(コ ミェ=テ ィこセ興

=せ るこ`江 fAた■の大Aの 大=な Inだ ■0ぃ ます

■2ボ ランテイアを通じて
江■ヽ人の■に立つFに よって 自サ白す"元 “t4■ とことヽ 二=11いわ

“まれることを匈ってヽらう

0下 ランテイア活動の拒進

,ど 営ヽり■'ン ティアIDな どユ“=聖 iな い豪【"の に合と,■ ■に0に

Eい しときる力りにとなこ怠れな大mセ (白主ぶ ビこ拒Ⅲ力 貫4`u人 をFrい

■るヽ )と正【ていくこ■″必軍とすた=i

下テンティ'I勁 工“ク,自 “あて■どヽ 人にはヨとされるIIAをすることヽ 人“0

■Jを 妃すとともに ■套豆加りBtttJLし て工=リ ーrtとしての日立■ 砥人t

Jい ■5いを正せなど す,,の α医に不可大な活成です

ぇた IntI■ にあって ヽ三い"三 えあう■■とri● るたうにも ,,■ 0

,蕗 "う 」テンティアLHjに 0加 するIH■tttIす ●ここ"ど どなりです

0自 然とのふ■あい

Fす すにとつて0日 4,酸 活例は J4の 強レ=ヽ ビ■を知り J4十 二●へり

Haの 0て 下【 白“■胡Inじtと 言ていくこ■0本 "さ を碧ⅢさVこ a会 とな'

=,さ `に 自“りⅢモめ配厳0な [印 IIさより'HFを すること に,す ること

の大切き■ Hま空Aし m■ す●EEを “=な ど■直括互をILじ n'● o「=き る

"J打41】iて い●=す

・
，
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●t― ,ティスターしめ,一クンコ,ブ
●=,■ わ1チで0
●せユ,刑 イス'一コンテスト●■正
●よ[● ●Iカ ン布 て取
●Ⅲ既日り,と 0■ Ⅲ =イアンエクエストブロクラとい コヽ
●,コ Fヨ こ=号べ●5に 印i
●■,ヽ 三に,14,■ ,4■ を■,
●●Jヽ皮に■,コtヨ tF Cヽ崎 ナ]十三ロ
●Ⅲ▼t震 と,どこそFj=i=(,i■ ■ン,ス Ⅲ―ツス■)
●rlち崎 Fや ステッカー●ビ布■「ヨ全ヤ,ットベルJのたい

松山白鷺ライオンズ

●VVr Lve■ すⅢ ,々■ ■召

0「4 ‐ 打 Jをエロ可“碩|【し―ト

●i―イスカウトベ,町 配

●巾PCを 大日■Ⅲ―ティアンエンジエ|し大ヽわ【カ

●BIと O tr■ういコE

●■■■■1前うンァイ,も苺 )″■,■崎0工 3■,三妥

●iどもFと ,J■ '5ヽ ｀るイAン ト
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●=イテンエお,'す J=′ =■ ■E■ lE t‐●印と

●七J口打ライオンスサJ,す0ス ■―,■ をtEF

●ス■―ツ,41ヨ 如ICロ ロアイラントJ― ''コ ■ri

●Ⅲクルトス,□―■,ユ ,マ ンタリン,(イレーツ●lFT●“=

●=工 FCの,ッカーi=

●亨■=アメ京―ツ六■べ,t●カ

●,ュニアス十一ッ,写 ど0=ヽ

や

ヽ
Ｓ
、

t ‐ ‐ = ,   ~

中

●ビ,■ Atttそ ●●よ■t査 =首 E日拒J「■F10ご i

●Eしいヨ■マナー●,● ,t■ 1ヽ

●Eヽ う0●大吻さ●■●(||にたtiす 0● 1

●残F京 `,(t't ll
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/3ス ポーツを通じて
q[n■ oi=で は いしい えこた にヽ工力 ■四例碧にう する国写な,■ ■ユリ取■など

=itち (3■ Aは 馬いてほ洵■す ■の受四としては 家,,■ におけち切IFたに,の 「灯

winf加 れてぃ、v■ インター■ント` テレビ″―よすOEOの は,に ヽげるに■Ⅲ●I凱

不,ス トレスのⅢ"Ⅲ Ⅲ日の一つで,0,● i“〕“ていま工 ■【r,「 廷全rrャ知|には全な

Ⅲドにヤを1と,わイ■i"て ス■―ンはれしい■■J(,十 !せⅢの高■1ヒヽ ●イ初●■Eて

あります スポー,そ コけ「1紅どこ=は ■くつ■ら,ますが 一つり0人 としては t切 Jを

4↓ ことイ にす●41うと」い=す `功 わ=ま れうま=は ちEヨ|"fこと,に (( し ,も “印を

そ酸す' rヽiを もま大さ(正 三し■,ヽ 印は ■もi"そ れ,テ ,の  ,な のtiど 列わ

唖 芝″力を,3■ にも氏わっていく,iユ ない■し■■A

=II n述 をヽ一スにス】―ツ トとヽ,I,電 ,と =り 寝Hrを洒じ[IH■ にg,口 ,の 高“十

氏■江'一 fと ■|■ ,共 には全な口tま さをヽえ■It申 力て● ス 化☆Ⅲしhを すにⅢ i

(11■ ,Ⅲ ■上じ[い (西 円を“す 互さえさ=く ,大 tと い■■■ ,わ ないり 円ヽJ(|

にも梁わるのでにない■こじいます そして 電tiOメ こラー7の は■すいをおしてす口と

4Liし ,申=は ,電 サ刊印=よ リー正工,と なるIl iめコミュ=,― ンコン■くりにち嬉イして

いヽこ=え ミi

捧 庭(自育)を通じて

W,,す 叫に☆“″ を■ ミにの辺J14ど ですが そりど■は■Eに おります rt=こ り■■

などによ,iど ヽたちの型コ:五ヽ 新11両ヽりI影 昭わlH資円町となっています 7■ うOH

■■「Eり 女二十「座Alの エロ!「 査ヽコJい大切さなどについて囚させIち 自らすえるヨ〔=

まうことあにお■■Iと なつてヽます 「査すと■■Jの■■■して よのように真■的にとヽう
あています

OII■ ピ五r“ 拘ibま てるしく=“ヒし 口 t々し いとこせ直ちHモ 人々ま々口の「AJの 大り
さを意41カてちthる

0「車査の■,卜 「不紅 urr ttJJ「nEいヽ,`H慣 コのm ⅢFJ「西r,I,■ 向 などの回町
。IIたrJ rA!り■4■ の口四

〇0か な窓と水に■よれた自“の下=々 人かヽはぐく女itど t uH,多 ‖にと■)な

い■,イ ヤヒOiり 0,イ 1る同■り「lt“ ■ヽ41るた臣 Fじ,

また Ft生活れ=て してさた=rr m臼 として ,下 り=う なこせ"“ え,11【i

l市!Fにヽ“rさ を, ンヽ■,初 資として“"人れる工)tr4っ たこと

2奎 uい十テレビ分景″こ紅■ど0財 =に より,型 くよモ母さているようになった,■ 切IrFを
とらないった,■ コrり内E"r下 十ケになったこ|

'A車 ■itも のJ近 いなど烹貫,ラ ■7ス タイル●Fヒ によつ ヨンピ=エ ンス ストア■

24い|,い,■ ヽ0か の交ヽたい,tロ グのマ=● Ft わヽだけ正ヽ|ヽ るようになったヽA

IIヽ 工Aわ 的加してきたこと

このよ,た こと",“ ど口じお「査Jこついて`え “Hす ,ル をつするた0,「 Iす nlは軍と

なって!ちの■,こ の口四1大Aに ,でrr、 大に、tr3う■■,ど ciュ ないt,rの 市H

査てanす ●めH4■"な 正,t町 うことと日りに■ⅢⅢtむべど町町なの■,
r ' , , _



私たち六人が生さ生さど希望を持つて生活をし 子どもや孫にその手本となる資を

見せることで 子どもたちがキ茉への事を★=く もてるような社会にしていく…

そのことわ埼 少年間口め本質に宣要を意味を,つ ことなのです

モんなセ会をつくつていくこと そのことす まちつくりの究極であることをヽたち1球 (

畝議しておかた'れ まならないと自しヽます

いす■の時代にあっても言少年の言成は 社=が '新 発FEしていく■て最もヨ要な

テーマです ,日 弦が□が直面してt る`ようと少子t社 まにあつては 次代の担い手

として一人一人め言少=が 社会 ことつて大切をヨであり 言少年の青成は 4t=め

基盤であり 子どヽに直Fか かわつていない人々を言む社会のすべての機成員が

口けを,つて取り相むべご課題てあります 子どヽたちが 大人とともに地域め行ヨや

ス水―ツ まちづくう iラ ンティア活動などを通して 六人たちと夢やヽ宮を共有

てきるようにすることが今 まめうれています 言少年の自己の腰iを どのように

助け 駒ましていくかが,々 の束務であると思います

TA山自,ライオンスクラフには 'くのPTA紀日経験首が所ほしてい穀

そのメン/(一の活動時間常ヽ 年焼格泣t幅 が広t のヽです その崎にをいかしこの

問題に取りlg″クラブ相紙として また社会の却B″としても ヽ会貢車め一部をして

求(関わつていける問題です

宵少年再成軍京は 今笙の運動におする主要なとの一本てお祉 考えます

私たちは 今雀める動をFraして子どもたちこ「生まれてくれてお0がどう 生きていて

(■てありIJどう 」という口いをFえ ていさましょう!

松山白鷺ライオンズクラブ
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