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家 族会

4月29日に、家族会『思い出をカタチにしよう〜in尾道マリンユース〜』
を開催しました。
午前の部は、海辺の材料を使った
「写真立て」
「ネームプレート」
「シェルボトル」
等を作りま
した。あいにくの雨ではありましたが、室内で制作に使う貝殻やシーグラスを選び、子ども達
が好きなデザインを考え、個性あふれる作品が出来上がりました！昼食はクレープ作りです。
お父さん、お母さんの好きな材料を使って、
ご家族のためにオリジナルクレープを作りまし
た。午後はヨーロッパの玩具のワークショップを楽しみました。協力してクリアするもの、知恵
を使うもの、
バランス感覚を養うものなど、
ご家族や友達と楽しく真剣に取り組んでくれまし
た。会員同士、
ご家族同士の親睦を深めるすばらしい時間となりました。
今回の家族会は
「家でもやってみたい」
「選ぶ楽しさ」
「自分で決める」
を積み重ね、
≪主体
性≫を養うことの一助にして頂きたい、
という委員会としての思いがありました。貝殻あそ
び、
クレープ作り、
ボードゲーム、ぜひお子さんが興味を持たれたことをご家庭でも一緒に楽
しんで頂ければと思います。まだまだ事業は続いてまいりますので、引き続きご指導の程、
（記事：地域教育実践委員会 委員長 島田 昌広）
よろしくお願い致します。

４月 日︵日︶にうずしおカント
リークラブにて春季ゴルフ大会を開催
致しました︒
青空が広がっており︑気持ちよくラ
ウンドでき︑OB・特別会員の皆さま
と交流を深めることができました︒な
お︑今年の優勝は現役会員でした︒
御参加頂きました皆様ありがとうご
ざいました︒
ちなみに︑私は
205のベストス
コアでした！
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ＨＡＫＫＯパークおのみち駅前店
さっそく新しいお店を発見！
甘酒の甘みとレモンの酸味が
絶妙なバランスでとても
美味しかったです！
会計516円
︵記事 小
: 西 琢真
写真撮影 大
: 本 誠︑中島 裕一朗︑美ノ上 仁孝︶

さくら茶屋
あんこたっぷりで大満足！
会計270円

商 店街食 べ歩き

カレー屋さんの本格タコス
辛いの苦手な私でも食べられる美味しいタコスでした。
会計660円

桂馬
揚げたてで美味しく
ビールが欲しくなりました。
会計600円

バームスク
インスタ映えするイチゴパフェ！
イチゴたっぷりで美味しかったです。
会計1,500円

ふわり
ちらし寿司やおはぎをお持ち帰りできます。
和食の気分の時はココ！
会計450円

みやち
カレー中華は
是非試してください！
ただし、エプロン必須。
会計2,710円（4人前）
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本年拡大研修委員会では、吉田委員長の掲げるテーマ

総務広報委員会では、尾道JCの活動の記録・JCライフの

「とんぼ」の元、日々活動をしております。とんぼは古来より

発行・広報活動・総会、例会の運営・書類作成、送付等が主な事

後退せず前にしか進まないことから、
「 勝ち虫」と呼ばれて、
縁起が良いものとされてきました。このテーマの通り、委員
会メンバー全員で常に前を向き、拡大目標15名を達成す
べく活 動をすすめて参ります。現 役メンバー の み ならず
OB、特別会員の皆様におかれましても拡大活動にご協力
いただく事があるかとは思いますが、
１年間どうぞ宜しくお
願い致します。

（記事：拡大研修委員会 委員

中司 昌克）

業となっております。
これらは一見華やかな活動には見えませんが、尾道青年会
議所という集団がどのような組織であり、
どのように地域・社
会に貢献しているのかを内外にお知らせする大変重要な役
割です。
今年は必要な情報はがっちりと押さえつつも型にとらわれ
ず皆様に楽しみにしていただけるJCライフを目標とし、
「心優
しい父」小西委員長と
「しっかり者の母」中島副委員長を中心
に家族のように団結して努力してまいりますのでどうぞ宜しく
お願いいたします。

（記事：総務広報委員会 幹事

森田 洋一郎）

セクレタリ―の加藤＆水野です。本年度の事務局は、安楽城理事長の掲
げる
『粋（イキ）
〜前向きに、楽しく〜』のテーマの下、会全体の運営また各
委員会の皆様の活動のサポートをさせて頂いております。
現在事務局では、
『 社会人の世界史B〜安楽城理事長的解釈編〜』、
『マ
ンガから学ぶ人生哲学』
『
、嘘と同調〜人狼ゲームで磨くビジネスの教養〜』
主にこの３本柱を軸に、
理事会や例会後の議論に花を咲かせております。
セクレタリ―として、
こんなに楽しい事務局メンバーの皆さまと時間が
共有できて本当に嬉しく思います！２０２１年度、楽しみます！
（記事：事務局 セクレタリ―

HP

加藤 雅崇 ＆ 水野 春樹）
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一級建築士に合格し、
また最愛の妻との最愛の宝ができ、毎日気
分上々の小西です。早速、
山北先輩の新築のデザインで以前となり
のトトロをイメージした住宅を提案すると却下されたので、今度は、
ハウルの動く城で提案してみました。いつも優しい山北先輩が激怒
して却下されました。
こんな日は気分を変えようと高速道路を東に向かって走っていた
私は、
トイレに行きたくなったのでサービスエリアに立ち寄りました。

手前の個室はふさがっていたので、
その隣に入りました。便器に腰
を下ろそうとしたその時、 隣から
「やあ、元気？」
と声がしたのです。
皆そうですが、
トイレで見知らぬ人と話をすることはありません。
どう
していいかわからなかったので、ためらいがちに
「まあまあだよ」
と答えました。
すると隣人は
「そうか……それで、今何してるの？」
と言うのです。
妙だなと思いましたが、私はバカみたいにこう答えました。
「君と同じだよ。
ウ〇コしようとしてるんだ。
」
やがて隣の人は、声をひそめてこう言ったのです。
「おい、
あとでかけ直すよ。隣の個室に、俺の話にいちいち答えるア
ホがいるんだ」
2021年岡山吉備サービスエリアにて
（記事：美ノ上 仁孝）

