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2021年

コロナ禍で外出が難しくなっています。
そこでメンバー全員で桜の写真を集めましたので、
楽しんで頂けたら幸いです。

4月号
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（記事：総務広報委員会一同 ）
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4月4日
（日）
ユーチューバーたいけんIN尾道市役所を開催しました。
多くの小学生と親御さんにご来場いただき、
たくさん笑顔が溢れ、楽しんでもらいながら、動画の編集やネッ
トのいいところ・怖いところを学んでいただきました。
子供たちにとって、
コロナ禍で遊ぶことにもいろいろと制約があるため、
ここぞとばかりに大興奮で各コー
ナーを巡り、対応しているメンバーも一緒に楽しみながら、子供たちを盛り上げていました。
議会で自分の想いを発言する体験には約50名の小学生が挑戦し、緊張しながらも堂々と発表する姿に私た
ちも大感動。
気持ちをしっかり受け取って、
これから私たちの活動に繋げていきたいと思います。
（記事：未来ビジョン委員会 幹事

一宮神社

福山市水呑町

安保 大輔）

御調八幡宮
カメダライン本社前

向島

福山市千田町で見つけた公園

HP

岡山で見つけた公園

facebook

春は桜
出会いと別れの季節。
コロナ禍で迎える卒業式や入学式、入社式
はこれまでと違い、
リモートや人数制限と異なる様式で物静かだ。
さみしい気持ちや燃えたぎるあつい気持ち、
さまざまな思いを
抱えて、
「コロナだからできない」ではなく、
「コロナに負けずよく
やった」
と言われる一年間にしたいと、小西は風に散る桜に思いを
（記事：日暮 泰広）
託した。

（写真は明治通り恵比寿〜広尾）

東尾道彫刻公園
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を盛り上げ、
また事業では街の人々に楽しんで参加してもら
方向を向いて進めている委員会だと思います。

えるような計画をメンバー一丸となって企画していきます。

に、私たち尾道青年会議所メンバー同士の縁を深められる活

担当

拡大研修委員会委員長
TEL

０９０－９７３１－０１８１

※事務局や交流のあるメンバーに
連絡して頂いても大丈夫です。

３月例会

長が掲げる〜縁〜をテーマに尾道をより良いまちにする為
業等、課題は山積みですが、委員会メンバー一丸となって前

野球も開幕しましたので、
カープと共に鯉のぼりの季
節を上昇気流に乗って駆け
抜けたいと思います。
本年度の拡大を成功させ
るためにも、引き続きご協
力をお願い致します。

族会について準備を進めております。7月の交流例会や本事

①ご子息のご入会
②新規情報の提供
③拡大対象者への橋渡し

組織活性化委員会幹事の田井です。当委員会は山本委員

吉田嵩正

（記事：拡大研修委員会 委員長
吉田 嵩正）

（記事：組織活性化委員会 幹事

田井 清正）

（記事：地域教育実践委員会 委員長

島田 昌広）

月例会では、『主体性が広げる子
どもの可能性』をテーマとし、有限
会社きっずいわき代表である岩城敏之
氏をお招きしました。ご講演の前半で
は、岩城先生が専門とされるヨーロッ
パの玩具（ハリガリ・ドブル）を体験
しました。おもちゃが子どもの発達に
与える効果について学び、「主体性」の重要
性・養い方を「あそび」の視点からお話し頂
くことで、メンバーにとって身近な問題とし
て捉えることができました。また、子ども
だけでなく大人にとっ
ても「主体性」の重要
性を考え直す機会とな
り、子育てだけでな
く、職場環境にも活か
していける学びの場となりました。
ＡＩの革新的な進歩をはじめとする数々の
新しいツールの誕生により、社会に求められ
る人間像が変化してきています。そういった
社会と向き合いながら、人間だけが
出来ることを見出し、人間が生き生
きと活躍する、尾道のまちづくり、
人づくりを目指していかなければな
りません。最後となりますが、地域
教育実践委員会では、この「主体
性」というテーマを一年通して追究
しながら、尾道を盛り上げていきた
いと考えております。皆様、引き続
きご指導の程、よろしくお願い致し
ます。

所を目指して活動に取り組んで参りますので、皆さま宜しくお

一年にしていきたいと思います。引き続き、
ご指導の程よろし

雰囲気の委員会です！今まで以上に活性化した尾道青年会議

と思っています。委員会メンバーと一緒に成長できるような

動に取り組んでおります！同年代も多く、いつも明るく楽しい

らの活発な意見を最大限に活かし、事業を構築していきたい

福島 侑）
（記事：社会開発委員会 幹事

今までにない事業を展開し、尾道を盛り上げていけると確信

3

地域教育実践委員会の島田です。現在委員会では、主に家

向きに取り組んでおります。固定概念に捉われず、
メンバーか

今年一年何卒宜しくお願いいたします。
これからの未来ビジョン委員会に注目してください。きっと

アドバイスをもらいながらまずは自分たちが楽しんで委員会
一見、
おちゃらけた様に見えますが、
ここぞという時この男、

現在５名の仮入会申込書
を頂いております。目標の
名獲得を目指してメン
バー一丸となって頑張って
います。些細な情報でもご
ざいましたらご連絡下さ
い。よろしくお願いしま
す。
15

とんぼ の
メガネ

内海委員長のもと、高い出席率で集まり、協議し、みんな同じ

vol.2

拡大研修委員会委員長の
吉田嵩正です。拡大活動へ
の取り組みや旬な拡大情報
などを不定期で連載してい
きます。
本年度は、理事長が挨拶
で毎回のように拡大につい
てお話し下さっていること
もあり、例年以上に一体感
のある拡大活動ができてい
ると感じています。
２月３日に第一回拡大会
議を行い、本格的に拡大活
動がスタートを切りまし
た。７月までの合同委員会
の時間をお借りして、拡大
情報の共有や候補者へのア
プローチ方法を話し合って
います。毎回時間が足りな
くなるほど白熱しており、
今年の拡大活動へのメン
バーの意気込みを感じてい
ます。３月までに仮入会員
を５名獲得し順調な拡大活
動を行っておりましたが、
３月は足踏み状態となって
しまいました。
しかし、拡大活動に落ち
込んでいる暇はありませ
ん。前向きに楽しく取り組
んでいけば必ず成果は出る
と信じて頑張ります。プロ

当委員会は理事経験者も多数おりますので、時には貴重な
一つです。

ります。
と別人になり、
とにかく夜が長い（ナイトがロング）のも特徴の

守っていく事が尾道のよりよい街づくりに繋がると考えてお
みんなコミュ障なりに頑張っています。ですが、お酒が入る

願い致します。
島田 昌広）
（記事：地域教育実践委員会 委員長

くお願い致します。

高垣 裕吉）
（記事：未来ビジョン委員会 幹事

しています。

への意識を高め、
またこのような時期だからこそ伝統文化を
ころです。

コロナ等昨今の状況を踏まえ、一人一人自分事として防災
委員会メンバーの最大の特徴は、ほぼ全員が人見知りなと

をテーマに、伝統文化や防災について活動していきます。
長と森川陵副委員長率いる総勢11名の委員会です。この

本年度、社会開発委員会では大池委員長のもと
「楽しんで」
皆さんこんにちは。未来ビジョン委員会は内海洋平委員
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