Vol. 54

発 行 郷心会連合会
発行人 金井宏一郎
発行月 2005 年 11 月

郷心会連合会 (〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル内)
E-mail kyosinre@mail.mazda.co.jp
ホームページ
http://www.kyoshinkai.jp/
今月の花：「コスモス」---花ことば「乙女の真心、調和」

「男たちの大和」ロケセット公開中

尾道郷心会

今年は戦後 60 年の大きな節目の年にあたりますが、これを
記念して映画「男たちの大和／YAMATO」が製作されました。
そのロケが尾道で約３ヶ月行われ、６月末にクランクアップし
12 月１７日から全国で上映されます。
このロケにおいて製作された戦艦大和のロケセットは、制作
費６億円をかけて大和の艦首から艦橋部まで原寸大で再現し、
長さ１９０ｍ、最大幅４０ｍにも及ぶ日本映画史上稀なもので
す。本来なら撮影終了と同時に解体されるロケセットを「映画
のまち尾道」を広くアピールしようと、７月１７日より来年の
３月３１日まで一般公開することとなり、既に 25 万人を超え
る皆さんが訪れています。
その大きさを実感し、同時に大和の艦内を模して作られた別
棟の烹炊所や居住区、ロケ中のスチール写真、撮影で使用され
た衣装・小道具、メイキングビ
デオの放映など見学していただ
ける、充実した観光スポットで
公開日：’05 年 7 月 17 日～’06 年 3 月 31 日

す。是非、ロケセット見学と尾

時 間：(10 月～11 月) 9:00～17:00

道観光にお出かけください。

(12 月～

3 月) 9:00～16:00

東京モーターショー見学会
10/21(金) 千葉の幕張メッセで 2 年に 1 回開催される「東京モー
ターショー」を一般公開前日に見学した。重岡広島県産業振興総室長
をはじめ、金井郷心会連合会長など参加者 80 名は、自動車メーカー
それぞれの夢と未来を提案するショーに酔いしれた。マツダコーナー
では、来春発売予定の「新型 MPV」が人気を呼んでいた。夜には、
東京池袋の「サンシャイン 60」で会員交流会が開かれ、広島市出身
の落語家 柳家福治師匠の落語を楽しみながら、懇親のひとときを過
来春市販予定の

ごした。翌日は、築地場外市場・江戸東京博物館・柴又帝釈天など東

新型 MPV

京名所を見物した。

参考出品車「先駆」

参考出品車「MX

クロスポルト」

会員交流会

ひろしまフードフェスティバル 出展
今年 2 月まで、毎年 2 月に県立体育館周辺で行われていた「フ
ードフェスタ広島」を発展的に解消し、今年より新たに「ひろし

オンリーワン
企業コーナー

まフードフェスティバル」として、広島城周辺で実施されること
となった。今年は 10/15(土)&16(日)の 2 日間開催され、郷心会
もこれに 3 ブース 6 社の会員に出展してもらった。また、広島の
オンリーワン企業コーナーには、薄ゴム手袋の三興化学工業、ラジ
コンヘリのヒロボー、待ち針の明光堂の 3 社に出展いただいた。
初日は雨にみまわれたが、2 日目はすっきり秋晴れ人出も 2 日間で
76 万人とファミリーの食通で賑わった。
ステージでのショーや武者行列、スタンプラリーなどお客さんが全
ブロックに廻るように工夫もされていた。

郷心会
コーナー

【出展いただいた企業の紹介】

レストラン
グリーンアリーナ

牛ｽﾃｰｷ、ﾋﾞｰﾙ

ウオスエ浜焼屋

広島中央酒販

佐々木綜合食料品店

焼肉みっちゃん

あき商店

あじの干物

寒天ｼﾞｭｰｽ

ななふくﾗｰﾒﾝ

ﾌﾟﾙｺｷﾞ、生ﾋﾞｰﾙ

たこ焼き、ﾄﾞｰﾅﾂ

総合セキュリティ企業「クマヒラ」

広島郷心会

● 会社紹介
(株)熊平製作所は、明治 31 年、熊平源蔵が金庫の販売・修理を目的に「熊平商店」を広島市に創業したこと
に始まります。昭和 18 年、熊平商店の広島工場を独立させ、現在の(株)熊平製作所が設立されました。創業以
来 108 年という長い年月で培った技術とノウハウを駆使し、総合セキュリティ企業として、ハード(剛体セキュ
リティ)とソフト(セキュリティシステム)両面にわたる包括的な最先端のセキュリティ製品を開発・製作、グルー
プ企業である販売会社(株)クマヒラから全国のお客様に高品質な製品を納入しています。
● 製品紹介
熊平製作所は、「金庫」から出発し、金庫扉・金庫室・貸金庫設備など数々の金庫市場向けセキュリティ機器
でノウハウを蓄積。さらなるセキュリティ総合企業を目指し、現在の主力は、入退室管理システム・デジタル録
画装置などの電子製品に移り変わっています。その中でも、現在
セキュリティ市場で関心が高い「ツインゲート」をご紹介します。
現在、セキュリティ市場では、重要エリアへ許可された社員と
まぎれて入場してしまう「共連れ」やドアが開いたスキに通過し
てしまう「すれ違い」などの不正通行が問題になっています。
「ツインゲート」は、ビルのエントランスや重要エリアの入口
に設置し、センサーと大型ガラス製パネルで許可された人以外の
不正入場を規制する機器です。利用者はあらかじめカード等を携
帯し、それをゲートにかざして入場します。このツインゲートは、
セキュリティ性能の高さだけでなく、デザイン面も高い評価をい
ただいています。

(グッドデザイン賞受賞)

今月号よりこのコーナーを連載します。記載ご希望の方は、各郷心会事務局へ !!

【因島】大和ﾐｭｰｼﾞｱﾑ&江波気象館見学会

【三次】サタケ&大和ﾐｭｰｼﾞｱﾑ見学会
10/13(木) 会員 45 名の参加
により実施。どちらも最新の
施設でもあり、参加の皆様は
興味深く見学された。特に、
(株)サタケ研究棟ｸﾘｽﾀﾙﾗﾎﾞﾗﾄﾘ
ｰの見学では、巨大な穀物加工
搬送ｼｽﾃﾑに目を見張った。穀
物加工技術の研究開発を進
め、お米一粒一粒を大切に扱
う姿勢に感銘を受けた。

9/8(木) 秋晴れのなか、過去
最高の参加者 43 名で見学会を
実施。大勢の見学者で賑わっ
ていた大和ﾐｭｰｼﾞｱﾑ、店舗ﾚｲｱｳ
ﾄや商品陳列を勉強したﾏﾘｰﾅﾎ
ｯﾌﾟ。昼食は江波山気象館の近
くのﾌﾗﾝｽﾚｽﾄﾗﾝで楽しく食事。
初参加の会員様も多く、会員
交流・見学会の楽しさに満足
されていました。

【東広島】南国土佐・高知歴史探訪

【福山】職場改善ゲーム研修会

9/18(日) 会員 42 名の参加
のもと、来年の NHK 大河ﾄﾞﾗ
ﾏ「功名が辻」の舞台になる高
知へのﾊﾞｽﾂｱｰを実施。早朝 7
時すぎに西条を出発、土佐名
物皿鉢料理で昼食後、歴史探
訪と日曜市散策の 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟに
分かれ行動。史跡めぐりでは、
賢妻千代様に支えられ大出世
した山内一豊を羨む会員も。

【広島】サンフレッチェ観戦

9/9(金) 会員の穴吹学園の
協力を得て「ｹﾞｰﾑで体験する
職場改善」(4 時間ｺｰｽ)を福山
商工会議所にて開催。講師は、
CCG 社の今井岸夫氏。27 社
55 名参加。新 QC7 つ道具・
ｱﾛｰﾀﾞｲﾔｸﾞﾗﾑ法を学習。
「早速、
職場で試してみよう」と好評。
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸにより他企業との
交流・情報交換も進んだ。

【尾道】
【因島】チャリティゴルフコンペ
9/18(日) 初めての試みとし
て、恒例のﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟを尾
道・因島合同で尾道ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
宇根山ｺｰｽで開催。好天に恵ま
れ、37 名(尾道 22 名、因島 15
名)の参加者は、和気藹々のﾌﾟ
ﾚｰで好ｽｺｱが続出。両郷心会の
会員商品を活用した多数の賞
品に、皆様ご満足の様子。合
同行事も良いものだ。

9/18(日) 対浦和レッズ戦を
観戦した。当日は、ﾏﾂﾀﾞﾃﾞｰで
もあり、ｽﾀﾝﾄﾞは今季最多の
26,000 人。試合前から熱気に
包まれた。ｽﾀﾝﾄﾞの大声援の
中、佐藤寿がﾊｯﾄﾄﾘｯｸを達成。
試合は、ｼｰｿｰｹﾞｰﾑを展開。大
変盛上がり、非常に面白かっ
た。しかし、ｵｳﾝｺﾞｰﾙがあり、
4 対 3 で惜敗。

【府中】釣り大会

【庄原】庄原市カープ応援隊
10/9(日) 恒例の「いいだこ
釣り大会」を、天候も秋日和
のもと 15 会員 36 名の参加者
で実施。釣果は、第１位の
5.94kg から第５位の 3.24kg
まで。舟によっては、期待は
ずれの釣果もあったが、参加
者のみなさんは爽やかな潮風
にうたれ、満喫した休日を過
ごされた。

【大竹】おおたけ日曜市にロードスター展示
9/25(日) 晴海第一公園にて
「おおたけ日曜市」が開催さ
れ、近隣の市町村より 50 店の
会員が出店し、秋晴れの一日、
多くの人々が来場した。大竹
郷心会は、真っ赤な新型ﾛｰﾄﾞｽ
ﾀｰを展示し、多くの来場者の
注目を集めた。一段と増した
安定性と力強い走りに大絶賛
を受けた。

本年 3 月、新庄原市誕生を
機に、新庄原市を中心に「庄
原市カープ応援隊」が結成さ
れ、庄原郷心会も協賛。年間
外野指定席 40 席を購入して、
66 全試合に 2,100 名参加され
た。そして、10/ 7 の最終戦に
は 40 名の参加で、野村選手の
引退試合に盛大な応援をし
た。

【安芸】筆まつり協賛
9/23(秋分の日)に行われた
熊野町筆まつりに安芸郷心会
は新型ﾛｰﾄﾞｽﾀｰ、ﾌﾟﾚﾏｼｰ、ｷｬﾛﾙ
の 3 台を協賛展示した。また、
ﾏﾂﾀﾞｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄﾊﾞﾝｸ大崎さんの
ﾊﾞﾅﾅの叩き売りをｲﾍﾞﾝﾄとし
て行い大好評だった。好天に
恵まれ、約 5 万人の来場があ
り、ﾏﾂﾀﾞ車展示ｺｰﾅｰも多くの
人で終日賑わった。

【尾道】
「あなたも広島牡蠣のオーナーになりませんか?」

クニヒロ(株)
広島湾で養殖している牡蠣は、竹で作ったイカダに約 700 本のワイヤーを吊っ
て養殖しています。このワイヤー1 本を 1 口としてオーナー様を募集します。
1 本のワイヤーからは、むき身で 3kg 以上、殻付かきで 110 個以上収穫できま
す。天候不良等で収穫が出来なかった場合でも、むき身で 3kg を補償します。牡
蠣の成育状況は、弊社 HP で確認できます。牡蠣の収穫は、1/13 から 2/末までを
予定しております。旬を迎えるこの時期の牡蠣はぷりぷりで旨味たっぷりです。
クニヒロ(株) 〒722-0051 尾道市東尾道 15-13
TEL. (0848) 46-3994
HP http://www.veristores.com/kunihiro/ FAX. (0848) 46-2027

【庄原】東城町のりんご大福
「りんご大福」は、庄原市東城町の地元で取れた小豆を使い、昔ながらの製法で
じっくり煮込み、小豆本来の旨味の中に、東城町小奴可で取れたリンゴを入れるこ
とにより、甘さと酸味が程よく合い、いっそう深みのあるとても美味しいあんこに
生まれ変わりました。また、あんこを包む皮には、美容と健康に良い自然薯を入れ
て練り込むことで、柔らかくてねばりのあるとても口当たりの良い皮を作り上げま
した。 連絡先：(有)佐々木綜合食品店 〒729-5125 庄原市東城町川西 922-5
TEL. (08477) 2-0173 FAX. (08477) 2-3009

東京「広島ゆめてらす」特産品展

郷心会連合会会長会議

1. 実施日：平成 17 年 11 月 17 日(木)～23 日(水)

1. 実 施 日：平成 17 年 12 月 1 日(木)

2. 場 所：東京・新宿 JR 駅南口「広島ゆめてらす」

2. 場

3. 参加数：16 会員

3. 参 加 者：各郷心会会長・専務理事、関係官庁他

所：ホテルグランヴィア広島

問合せ先： くわしくは、各郷心会事務局まで
くださ

タテ、ヨコ 1～7 が 1 回ずつ使われています。(ナナメは考えなくて
結構です。) 空いているすべてのマスを埋めてください。最後に二重
枠の 3 カ所の数字を合計すると、いくつになるでしょうか ?
それが答えです。
(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、11 月末までに、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。
前回の答：
「イ－6, ロ－5 」 正解者 44 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。

