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今月の花：「ムクゲ」---花ことば「デリケートな愛、デリケートな美」

第 33 回 郷心会連合会会長会議 開催
5/31(木) グランドプリンスホテル広島において、郷心
会連合会会長会議を開催した。城納県副知事・マツダ(株)
井巻社長をはじめ多くの来賓をお招きして、平成 18 年
度の活動実績報告と平成 19 年度の事業計画が審議・承
認された。平成 18 年度報告では、マツダ車の県内販売
台数・シェアが前年度を下回るなか、会員関係のお買い
上げ台数は前年同期を上回ることができたこと、平成 19
年度計画では、マツダが 7 月に発売する新型デミオの販
売支援や東京モーターショー見学会などの事業計画が紹
介された。懇親会は、宇田広島県商工会議所連合会会頭
の来賓挨拶、光本広島県商工労働部長の乾杯で始まり、
和やかな交流の場となった。

会議の開会挨拶される
金井会長

来賓挨拶される
城納県副知事

会議風景

マツダの現況説明される
井巻社長

懇親会で乾杯ご発声の
光本県商工労働部長

マツダ「新型デミオ」登場
マツダ(株)は、コンパクトカー「デミオ」を 5 年ぶりにモデルチェンジする。マツダは、新型デミオの開発におい
て、世界に通用するコンパクトカーとしての価値を追求した。その結果、日々の燃料代の軽減や CO2 排出の低減
に寄与する優れた燃費性能、誰もが運転しやすいと感じる機能性・操作性に加え、マツダならではの安心して楽
しく快適に運転できるドライビング性能や、つ
い振り返って目で追ってしまうようなデザイン
を備えていることが重要であると考えた。そし
て、多くの自動車メーカーがボディを大型化す
る傾向の中で、新型デミオでは、安全性を向
上させながらもコンパクトカー市場のお客様の
要求に応えるコンパクトなボデーサイズを実現
した。7/5(木)にそのベールを脱ぐが、マツダ
の販売会社や郷心会が行う職域展示会などで
是非一度触って乗ってその良さを体感いただ
きたいと思います。

ひろしまフラワーフェスティバル

オープンカフェ出店

5/3(木)～5/5(土)の 3 日間広島平和大通りを中心に、ひろしまフ
ラワーフェスティバルが開かれた。天気も雨の予報をくつがえし、158
万人の人出でにぎわった。郷心会もマツダの Zoom-Zoom ひろばの
一角に、オープンカフェを出店。広島郷心会のミールサービス(有)か
らホットドック・串焼き・ソフトドリンクを、大竹郷心会の自家焙煎イ
ブリックからホットとアイスのコーヒーとメロンパンをマツダひろば
に来られたお客さんに販売した。マツダひろばでは、ロータリーエン
ジン(RE)が発売されて満 40 年を記念して、5/3 のパレードで水素
RE 車や往年の RE の名車パレード、RE コーナーで RE の歴史と将来
を展示し、広島初登場のデザインコンセプトカー「先駆(せんく)」がみ
んなの撮影スポットとなった。ステージでは、森本久美子さんの軽妙
な司会で、ビンゴゲームや色々なパーフォーマンスや地元出身の歌手神
園さやかさんのさわやかな歌声などが続いた。

「先駆」は大人気 !!

往年の RE 車パレード

Zoom-Zoom カフェとして出店

司会の森本久美子さん(左)と
地元歌手の神園さやかさん

賑やかによさこいパレード

液晶用光学フィルムの「日東電工(株)」
●会社紹介
１９９６年に操業を開始した日東電工㈱尾道事業所は、液晶フ
ラットディスプレイに欠かせない光学フィルムを生産していま
す。その生産能力は世界最大級の実績を誇り、製品シェアは世界
の５５％と信頼を築くまでに成長しています。全体の工程は５つ
の工場棟や開発棟・福利厚生棟などで分担され、研究開発から製
造・検査・配送までのプロセスに対応しています。
今後も高性能光学フィルムの生産体制を整備し、時代をリード
する創造拠点として研鑚し続けていきます。
●環境保全

尾道事業所

環境への取り組みとして、工場棟の一部にソーラー電池発電シ
ステムを採用しています。中四国の産業用システムとしては、ト
ップクラスの規模と発電量を実現しています。これにより事業所
に必要な年間電気使用量を補うことができ、年間２２４トンのＣ
Ｏ２削減に寄与しています。
この他にも「水資源」
「大気」
「省エネルギー」をテーマにした、
地球規模の環境保全に努め、各種光学フィルム供給のグローバル
＆クリーンな工場を目指します。

太陽光発電

尾道郷心会

[広島] 第 49 回企業見学会

[福山] 比婆山系登山ツアー

5/25(金) 24 社 39 名が参加して見学会を実施した。雨の午前
中、バスで宇部興産(株)の伊佐セメント工場～宇部本社工場地
帯を見学。往時の重厚長大をしのぶ石炭化学をはじめ工業薬
品・合成ゴム・アルミホイール・エネルギー等の設備および企業
内専用道路や橋の広大さ
に驚嘆の声。幸い午後か
らは天候も回復。涼風の
中、常盤公園内の石炭記
念館見学、湖水公園等を
散策後、欧風調の瀟洒な
(株)ユニクロ本社を訪れ、
新緑を愛でながら帰路に
ついた。

5/27(日) バス 2 台、参加会員 65 名で比婆山系へ。ひろしま
「県民の森」から毛無山(ｹﾅｼﾔﾏ 標高 1,144m)を登山。現地説
明員から植物解説など聞きながら新緑の山歩き。草原状の山
頂で 360 度パノラマと遠くには大山を望みながらのお弁当で
心身リフレッシュ。下山後
はお風呂で疲れを癒し、
さらに奥出雲へ。おろち
ループ道を経て JR 木次線
出雲坂根駅のスイッチバッ
クを見学。山麓から湧き
出る「延命の水」を水筒
に汲んで持ち帰る。

[三次] 呉の海事施設「お宝」見学会

[大竹] 下関巌流島・海響館見学会

6/7(木) 36 名の参加で標記見学会を実施した。最初に「てつ
のくじら館」「大和ミュージアム」「入船山記念館」を見学した
が、ド迫力の潜水艦に感動した。次に、産業技術総合研究所
「瀬戸内海大型水理模型」では、鳴門の渦潮の発生原理を学
習した。最後に、下蒲刈
島に渡って、松涛園と蘭
島閣美術館を散策した。
そこでは、伝統的な日本
家屋の良さを実感した。
収穫の多い一日に参加さ
れた皆さんは満足顔だっ
た。

6/8(金) 下関市の巌流島と海響館(市立水族館)を見学
した。巌流島では、関門海峡の孤島で繰り広げられた宮
本武蔵と佐々木小次郎のいにしえの決闘に思いを馳せ、
海響館では、めったに見られないスナメリとイルカやアシ
カたちの華麗でエキサイ
ティングなショーに参加
いただいた会員 16 名
の皆様は歓喜されてい
た。途中で立ち寄った
唐戸市場で新鮮な魚介
類をお土産に帰路につ
いた。

[尾道] プロ野球観戦ツアー

[ 呉 ] 出雲大社&古代出雲歴史博物館見学会

6/9(土) 毎年恒例のプロ野球観戦ツアーを 42 名の参加で開
催した。前日は全国的にカミナリが発生する状態であったが、
当日は好天に恵まれ、交流戦の対ソフトバンク戦を楽しんだ。
試合は、黒田投手の先発で連敗脱出が期待され、1 回に梵の先
頭打者ホームランで先制し
緊迫した試合であったが、
8 回に松中に逆転ホームラ
ンを打たれ残念ながら敗
戦となった。それでも参
加者は懸命の声援を発し、
試合を楽しみ、夕方 7 時
前に無事尾道に帰った。

6/16(土) 19 社 41 名で、出雲大社・古代出雲歴史博物館・島
根ワイナリーの見学会を開催した。入梅後で天候を心配したが、
早朝から快晴で絶好の見学会日和となった。大社参拝後、古代
出雲歴史博物館では大社境内遺跡出土の宇豆柱や平安時代の
高層神殿(1/10 の模型 5m)
に、また荒神谷遺跡から出
土の銅剣(国宝)・加茂岩倉
遺跡出土の銅鐸(重文)等圧
倒的な展示物に歴史の重厚
さを感じた。最後にワイナ
リーでは和気藹々の雰囲気
の中、会員間の交流が図れ
た。

[竹原] 電源開発竹原発電所 1 日開放デー協賛

[安芸] みくまり峡文化祭協賛

5/20(日) 快晴に恵まれ、恒例の開放デーは、巨大な発電機・
ボイラー・付属水族館などの見学をはじめ、花市・お祭屋台・
餅つき・ゲキレンジャーショー・子供用各種ゲームなど発電所が
遊園地に変身し、市長ほか 3,800 人の来場者で賑わった。
当会もマツダ車 4 台を展
示(来場者アンケート:45 件)
し、CX-7 が注目を集めた。
また、たくさんの方との出
会いもあり、今後の郷心会
活動を進めるにあたり、非
常に有益な一日であった。

5/20(日) 府中町観光協会主催による第 12 回みくまり峡文化
祭は、緑いっぱいの町名所みくまり峡に 1,300 人の老若男女が
集い盛大に開催された。空会長の開会挨拶の後、和多利町長他
来賓の挨拶に続き、H19 年度のつばき娘が紹介され、府中太鼓
の響きで祭は始まった。楽
しいトークやマツダニューサ
ウンズの軽快なバンド演奏
・カラオケ大会・手品・ビ
ンゴゲームで終日賑わった。
当会もマツダ販社の協力で
マツダ車 2 台を展示し、祭
に色を添え参加者に PR。

ミカフィルター

【庄原】乳やのかあちゃん手づくりあいす
モーモーあいすらんど
口和町酪農家のかあちゃん達が新鮮な牛乳を使って作るアイスです。着色料・香料
は使っていません。自然の素材を生かして甘さをおさえたあっさりタイプです。6 月
より季節限定の野いちご・ハーブ・ピオーネ・りんご等次々おいしいアイスが出ます。
・ カップ入り一個 300 円、 6 個入り(発泡ケース入り) 1,750 円 他あり
・ コーンアイス一個 ミニ 200 円、シングル 300 円、ダブル 2 種類 350 円
三次市君田町の君田温泉より車で約 15 分。ぜひお立ち寄りください。
営業時間： 11:00～17:00
定休日： 毎週月曜日
〒727-0112 庄原市口和町金田 319-1 モーモーあいすらんど
TEL. (0824) 89-7030 FAX. (0824) 89-7031
URL: ww41.tiki.ne.jp/~momoiceland E-mail: momoiceland@mx41.tiki.ne.jp
【福山】 ペットボトル減容機「エコ将軍」
(株)明和工作所
歯車を作る「歯切」の技術と環境問題への熱き思いが生み出した商品です。
「エコ
将軍」は、内部に取り込んだペットボトルを歯車でペシャンコに潰し、同時にラベルと
リングも切り取るというもの。昨年末、経済産業省や日本商工会議所・日本経済団体
連合会などで組織する「(財)クリーン・ジャパン・センター」の平成 18 年度資源環境
技術・システム表彰で会長賞を受賞し、いよいよ本格的に市場に打って出た商品です。
ペットボトルリサイクル時の運搬コストを大幅に削減します。
環境に優しい団体様・企業様、是非よろしくお願いいたします。
価格：エコ将軍(処理能力 800 本/時間) 88 万円
お問合せ先：(株)明和工作所 福山市千田町 4-14-12 TEL. (084) 955-2122(代)
URL: http://www.kk-miw.com E-mail: meiwa@kk-miw.com

マツダレンタカーパブコーナー
郷心会の皆様へ 基本料金より 10%割引 ! (ご予約の際に『郷心会だよりを見た』とお伝えください。
デミオ 1300CC
6 時間まで

5,775

12 時間まで
24 時間まで

アテンザ 2300CC
6 時間まで

MPV

9,450

6 時間まで 14,175

6,300

12 時間まで 11,550

12 時間まで 17,325

7,350

24 時間まで 14,175

24 時間まで 21,525

その他の車種も取扱っております。また『法人様向け特別料金』も設定しております。ご予約・お問合せは
マツダレンタカー広島予約センター

0120-30-5656

ここに 21 枚のカードがあります。あるルールに従って 2 枚ずつ
組にしていくと、最後に 1 枚、どのカードが残るでしょうか？
( 中国新聞より引用させていただきました。)

おわかりの方は、8 月 10 日までに、官製はがき・FAX・E-Mail
にて、郷心会連合会（住所・Mailアドレスは 1 ページ参照。Fax.
(082) 227-1063）へ答えをお寄せください。住所、氏名、会
社名をお忘れなく。正解多数の場合は、抽選で 10 名の方に、
「特
製QUOカード」をお送りします。なお、お寄せいただいた氏名・
住所等は、クイズ以外には一切転用いたしません。
前回の正解者 39 名。抽選の結果、10 名の方に「特製 QUO カード」をお送りしました。当選者のお名前は、
郷心会ホームページに掲載しております。ご覧ください。

