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尾道市内の小学生を対象に、今子ども達の関心が高いYouTuberになりきって
「こんなのやりたかっ
た」
を楽しんでもらうコーナーをたくさん用意します！
！
楽しい体験を通じて、知識を学んでもらうだけでなく、地域のこと・将来のことを考えたり、
ネットの良
い所・危険なところを知ってもらえればと考えております。
また、発言コーナーと題し、実際の市議会議場に立って、発言できる貴重な体験も！
（議長・副議長はじ
め市議会議員の方々も参加いただきます。）
子どもたちの想い
（我々では思いもつかない発言が出てくることも期待）
をたくさん聞き出し、
今後の活
動につなげたいと思います。
委員会メンバーも楽しみ
ながら、子どもたちに楽しん
でもらえるよう準備を進め
ておりますので、
ご協力をお
願いいたします。
（記事：未来ビジョン委員会 委員長
内海 洋平）

こ ち らで 当 日のイメー ジを
見 て み て く だ さい
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自己紹介動画
（仮入会時）

高垣 悟君

会 社 名 高垣デンキ産業株式会社
役
職 店長
会社住所 尾道市山波町716-8
業務内容 家電 電気工事 リフォームなど

【学生時代に頑張ったこと】
中学、高校と６年間バス
ケットボールをやっていま
した。高校ではキャプテン
を勤め、良い成績は残せま
せんでしたが、チームワー
クの大切さなどを学ぶこと
ができました。最高の仲間
たちとの素晴らしい経験と思い出は私の宝物です。

ひろとも

自己紹介動画
（仮入会時）

中川 裕智君

会 社 名 株式会社 中川商店
役
職 なし
会社住所 尾道市西御所町6-32
業務内容 非鉄金属（スクラップ）

【学生時代に頑張ったこと】
小学生〜大学までサッカー一筋でプロを目指してまし
た。
怪我もあり、大学で合コンばかりしてプロサッカー選手に
はなれませんでした。

【趣味・好きなこと】
海外旅行、サーフィン、ゴ
ルフです。
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自己紹介動画
（仮入会時）

高垣 裕吉君

会 社 名 株式会社 高垣瓦工業所
役
職 専務取締役
会社住所 尾道市御調町貝ヶ原85
業務内容 瓦施工販売・太陽光・建築板金
【学生時代に頑張ったこと】
私は御調高校でソフトボール部に所
属し高校3年生の時初めてのインター
ハイ出場を経験しました。また、国体の
広島県選抜として高2・高3と、二年連
続出場させて頂きました。ちなみに
エースで4番です。

【趣味・好きなこと】
私はハードからアプリゲー、
PCまで幅広くゲームを愛して
やまない男です。
またバイクが 好きでハ ー
レーのエボ・ソフテイル1999
年式に乗っています。
ちなみにツーリングは年に一度しか行きません。

【趣味・好きなこと】
体を動かすことが大好きです。
現在は尾道市のクラブチームでソフト
ボールをしています。
また、お付き合い程度ですがゴルフも
やっているので、
これを機に上手になり
たいと思います。
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自己紹介動画
（仮入会時）

延安 孝文君

会 社 名 株式会社 Nエージェンシー
役
職 代表取締役
会社住所 尾道市御調町丸河南35-12
業務内容 ゴルフに関する全て 営業代行他
【学生時代に頑張ったこと】
中学、高校、大学と陸上競技棒高跳びを選考し全日本中
学陸上選手権、
インターハイ3年連続出場、
ジュニアオリン
ピック7位入賞といった実績があります。
【趣味・好きなこと】
趣味は釣りとゴルフです。
釣りは幼少期から好きで今では休みがあれば海へ出て
います。
ゴ ルフは 仕 事
なので以前はラウ
ンド数も多くベス
トは66ですが、今
では月に一度行く
程度です。

新
ふくしま

ゆう

入

会

自己紹介動画
（仮入会時）

福島 侑君

会 社 名 株式会社 ＭＡＴＣＨ
役
職 取締役
会社住所 尾道市美ノ郷町三成1809番地11
業務内容 有料人材紹介業
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自己紹介動画
（仮入会時）

森 田 洋一郎 君

会 社 名 株式会社 森田会計
役
職 なし
会社住所 尾道市新浜町1丁目13-15
業務内容 会計業務
【学生時代に頑張ったこと】
小学校から始めたサッカーを大学まで
続けました。大学・大学院では日本におけ
る中小企業論を研究、
ゼミに て 論 文 指 導 を
行っておりました。

【学生時代に頑張ったこと】
私は大学時代に服に興味がありリメ
イクしたり作成したりする服飾サークル
を立ち上げました。
学園祭の際にサークルで作成した服
でファッションショーを開催したり、フ
リーマーケットで販売などをして
2年間サークル長をしていました。

【趣味・好きなこと】
年をとってから野球の面白さに気付いてしまい、草野球
チームで暇さえあればノックを受けていました。驚くほどの
弱肩ですが、尾道でもキャッチボールができる友達を作り
たいです。

【趣味・好きなこと】
趣 味は国 内 旅 行が好きで、観 光
地、当地の食べ物（有名な居酒屋）、
宿泊施設、交通機関を細かく調べ計
画を立てその通りに実行するのを大
切にしています。コロナが早く収まり
旅行に行けるのを願っています。
あとお酒大好きです。

ブロック活動報告

入会２年目の岡美央と申します。私は、小２男の子と年長女の子の
２人を育てながら、
イベント会社をしています。ぶっちゃけ・・・子育て
と仕事の両立、めちゃくちゃ大変です！！！仕事の定時は「こどもが
帰ってくるまで」。
その後は当たり前ですが仕事なんて進みません。
「男の人みたいに好きなだけ働けたらいいのに」
なんて毎日思いま

広島ブロック協議会 会長幹事 中司 昌克︶
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２月９日
広島県知事へご挨拶に伺いました︒

２月 日
庄原で第１回会員会議所会議が開
かれ︑
バッジ授与式が行われました︒
２７

す（笑）。
こどもも大好きですが、仕事も大好きなのです。そんな女
性、意外と多いかもしれませんね。
「子育てと仕事の両立は？」
と聞かれたら
「一つ一つのタスクをマ
ルチに素早くこなしていくこと」
と
「スケジュール管理」
しかありませ
ん。家族が最優先なので、仕事に支障が出ることだってあります。
そ
れでも子育ても仕事も、両方楽しみたい！だからそんな環境を、
自分
自身で作りました。
もちろん主人の協力もあってこそ。主人にはいつ
も感謝でいっぱいです。
経営者として、母として、妻として。いろんな顔を使い分けながら
の毎日は、大変ですがとにかく楽しいです。
（記事：岡 美央）

