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今月の花：「あやめ」---花ことば「良い便り・使者・愛」

平成２1 年度のスタートにあたって

「広島の景気回復は、ひろしま製品で！」

郷心会連合会

会員の皆様には、日頃から郷心会活動に、ご理解ご支援を頂きありがとうございます。
さて、昨年後半からの全世界的景気悪化を受けて、県内の経済環境も大変に厳しい状況
にあります。これに対して、広島県内では基幹産業である自動車産業を中心とした「BUY
ひろしま～県内製品愛用運動」の動きが広がっております。
創立から 34 年目を迎えた郷心会としましては、本年度の活動を進めるにあたって、「広
島の景気回復は、広島製品で！」を合言葉に、
「裾野の広い自動車産業/マツダ車を中心と
した郷土産品の愛用運動」を重点的に展開したいと存じます。
また、会員相互の異業種交流会や企業見学会も一層充実させつつ、
「元気で魅力ある
郷心会」を目指して取り組んで参りますので、皆様のご支援を宜しくお願い致します。

郷心会連合会

織田会長

平成２１年度 郷心会の主な事業計画（案）
１．マツダ車の販促支援活動
・新車発表会・職域展示会・出前試乗会
・地域イベントでのマツダ車展示
・会員企業保有車等の巡回無料点検サービス

3．会員交流、見学会等
・ビジネスマナーなどの研修会や企業見学会
・カープ/サンフレッチェ応援観戦
・講演会、会員交流会・東京モーターショー見学会

２．会員製品の販促支援活動
・ひろしまフードフェスティバル等への出展
・東京「広島ゆめてらす」での物産展開催
・夏・冬の味めぐりによる通信販売

4．広報／会議
・連合会会長会議、各郷心会総会・役員会
・機関紙「郷心会だより」の発行
・郷心会ホームページの充実

・郷心会ホームページとのリンク

新年度にあたってのご挨拶

マツダ(株) 山内社長

郷心会会員の皆様には、日頃よりマツダ車のご愛用ならびにご購入先のご紹介など、
ご支援ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
平成２０年度のマツダシェアは、全国合計では残念ながら前年を下回りましたが、お
蔭様で広島県内のシェアは前年を０．１ポイント上回る１３．５%となりました。これ
は、ひとえに自動車需要の急激な悪化の中にあって、県内各方面の皆様方からマツダ車
のご購入などマツダグループへの多大なるご支援の賜ものと重ねて感謝申し上げます。
弊社としましては、郷心会の皆様をはじめ県内の多くの皆様からのご支援に感謝の気
持ちを込めて、「マツダワンダフルキャンペーン」や「7.35 万円分の購入クーポンプレ

マツダ(株)

山内社長

ゼント」といった企画もご用意させていただきますので、是非ともご活用をお願い致し
ます。
我々を取り巻く環境はさらに厳しく、先行きは極めて不透明な状況にはありますが、グループの総力を挙げて、
さらに魅力あるクルマ作りやサービス体制の充実・強化などに取り組んで参る決意です。
私どもは、弊社を支援してくださる皆様のご期待にお応えするためにも、あらためて地域社会の一員としての
自覚と感謝の気持ちを強く持ち、「元気なマツダ」を目指して参りますので、郷心会の皆様方、関係各団体の皆
様方からの、更なるご支援とご協力を宜しくお願い申し上げます。

合同講演会・会員交流会

郷心会連合会

3/1１（水）「第１０回郷心会合同講演会・会員交流会」が２３２名参加のもと、
落語家 三遊亭歌之介師匠を講師に迎え、ホテルグランヴィア広島で盛大に開催
された。演題は「感謝のプラス志向」。今回は例年なく女性の参加が多く、華や
いだ雰囲気の中、会場は歌之介師匠の「話芸」に終始笑いの渦に包まれた。
講演は、自分の少年時代や母親のこと、時事問題など多種多様な話題を題材に
取り上げ、熱弁をふるった。特に、笑いがいかに体に良いかということについて、
遺伝子工学の権威・筑波大村上教授の説を披露。実際に働いている遺伝子は５～
１０％にすぎず、人間の持つ潜在能力はとてつもなく大きい。遺伝子の機能は電

三遊亭 歌之介 師匠

灯のスイッチのように点けたり消したり（on／
off）できる。その遺伝子のスイッチを ON にす
ることができればどんなことだってできる。その
ためのキーワードは、①笑うこと②ときめくこと
・感動すること③飢餓状態（金銭的にも精神的に
も）にもっていくことが肝要。笑うことの効果を
わかりやすく話され、参加者一同聞きいっていた。

会員交流会

講演会場

つねに新分野に挑戦し続ける「サンエス」

福山郷心会

● 会社紹介
繊維事業から始まった(株)サンエスは、電子機器事業へ、さらには「安全(Secu
－rity)」「健康(Health)」「環境(Ecology)」をキーワードに事業シードを探すＳ・
Ｈ・Ｅケアー事業へと、さまざまな広がりを見せています。
未知の分野にも次々と挑戦し、事業を生み出し続ける背景にあるのは、人や社
会が本当に求めるものを提供することが企業の存在価値を高める唯一の方法だと
いう考えであり、価値を提供し続けるために「常にＹｅｓからのスタートであれ」
という挑戦するスピリットです。それは、創業時から受け継がれてきた「良い品
を創意と熱意と人の和で」という理念にほかなりません。これからも、一人ひと

本社ビル

りがモノづくりへの確かな意志を掲げ、新しい分野へと挑戦し、サンエスの存在
価値を築いていきます。
● Only１ No.1
１．業界初！カーボンオフセットユニフォーム発売
２００８年秋、製造工程で発生するCO２を相殺（オフセット）出来る排出権ユニ
フォームの発売を開始しました。ユーザーの皆様が少しでも日本の京都議定書遵
守に貢献できるよう、また、CSR の取り組みの一環として、企業イメージ向上に
繋がるようお手伝いしたいと考えています。
２．業界をリードする自社製品
カーボンオフセットユニフォーム

長年にわたり半導体部品製造に携わってきた
経験を生かし、半導体組立装置、全自動プログ
ラミングシステム、カメラモジュール組み立て
装置など、様々な産業用自動化装置、各種産業
用制御装置などを開発販売しています。全自動

カーボンオフセットユニフォー

プログラミングシステムについては、「中国地域

新発売の卓上型全自動プロ

ニュービジネス優秀賞」を受賞しました。

グラミング装置「PH-mini」

ムに取り付けられるオリジナル
の専用ラベル

郷心会トピックス
[三次]「社会福祉法人 慈照会」で職域展示会開催

[府中] 浪漫てくてく散歩！春のテーブルマナー講習会

3/14(土) 三次市内で高齢者総合福祉施設を運営される慈
照会の職員の皆様を対象に、交代でお昼休みをとられる時間
帯を利用して職域展示会を開催しました。慈照会での展示会
は今回初めてで、地元販社 4 社の協力を得て開催しました。
ビアンテなど 7 台を展示して、
ワンダフルキャンペーンなど
マツダ車購入特典の PR に努
めました。今回を足掛かりに
、展示会を定期的に開催させ
て頂き、更に職員の皆様にマ
ツダ車への興味と関心を深め
ていただく予定です。

3/14(土) １８会員３９名の参加者のもと、フォレストヒル
ズガーデンでイタリア料理の味覚を楽しみながら「テーブル
マナー講習会」を実施した。当日は、古川総料理長様による
「ペペロンチーノの作り方の実演指導」と永島料飲課長様の
「チーズ＆ワインのお話」など
を通じ大変有意義な講習会
となった。その後、竹原町
並み保存地区の観光と雛め
ぐり散策、竹鶴酒造㈱様の
ご好意によるお酒の試飲な
ど、参加者の皆様には大変
楽しんでいただいた一日であった。

[東広島・竹原] 合同親睦ゴルフコンペ

[安芸] ちゅーピーパーク・星野哲郎記念館・フラーワーランド 見学会

兼ね、今回初めて東広島／竹原郷心会合同の「親睦ゴルフコ
ンペ」を開催した。
当日は晴天にも恵まれ、今谷東広島郷心会会長、木村竹原
郷心会会長をはじめ両郷心
会から５９名の会員が日ご
ろの腕を十分に発揮し、楽
しい１日を過ごした。また、
グリーンサイドに「マツダ
ビアンテ」を展示し、参加
会員をはじめ多くの来場者
に、マツダ車をＰＲした。

3/8(日) 45 名の参加で、企業見学会を開催。最初に訪問し
た「ちゅーピーパーク」では、中国新聞の「取材から各家庭
に新聞が配達されるまで」をビデオや説明の後、世界最高速
の高速オフセット印刷輪転機や、自動化された搬送装置など
最新の工場を間近に見学。午
後は、大島郡の「星野哲郎
記念館」と柳井市の「やま
ぐちフラワーランド」を見
学。作詞家星野哲郎の世界
を見学後、｢やまぐちフラ
ワーランド｣では、歴史と
自然に溢れた花と緑の庭園を見学した。

[尾道] 会員企業７事業所で「職域展示会」開催

[竹原] 「安芸灘・豊島大橋」見学会・会員交流会

尾道郷心会では、２月～３月にマツダが実施した「オプショ
ン７．３５万円プレゼント」キャンペーンに合わせて、３/４(水)
～２５(水)にわたり、ビアンテ・アテンザ・デミオなどのマツ
ダ車の職域展示会を、栄信産業㈱・山陽工業㈱・中国電力㈱・
プレス工業㈱・丸善製薬㈱
様など、会員企業延べ７事
業所で開催した。寒い日も
あったが、各会場ともトッ
プの方々をはじめとして延
べ４５０名の皆様の参加をい
ただき、各会場ともマツダ
車を熱心に観ていただいた。

3/1(日) ５１名の参加のもと、表記の見学会・交流会を開催。
安芸灘大橋、豊島大橋を渡り、大崎下島（大長・御手洗）大崎
上島を訪問。御手洗では、地元出身の多田修二油絵展／町並み
見学、「JA 広島ゆたか」の柑橘類展示即売会へ参加。大崎上
島町では、会員様でもある「す
ぎのや」で昼食。午後は「き
のえ温泉でのゆっくり・くつ
ろぎコース」と地元のよいとこ
発見の「観光コース」にわか
れた。参加したほとんどの
方から、
「今回参加して本当
によかった」との声が聞かれた。

[呉] 企業見学会「日本食研」

[福山] フランス料理とワインを楽しむ夕べ

3/7(土) 本年度第２回見学会を日本食研㈱KO 宮殿工場(今
治市)に１６社２９名総勢３２名の参加のもとに開催した。工場
は、宮殿様式建物の中にあり、ハム・焼肉のたれの製造工程を
見学。見学コース内に絵画・陶器のコレクションか展示されて
おり、一見して小さな美術館のよ
うでもあった。天候もよく、
春を感じながらの工場見学
となり、会員様から『大変
良かった、素晴らしかった』
との声をいただいた。なお、
工場見学で入場料を徴収さ
れたのは、今回初めてであ
った。(1,000 円/人)

3/7(土) 福山ニューキャッスルホテルにて、８８名参加に
より「フランス料理とワインを楽しむ夕べ」を開催した。今回
は、ホテル専属のソムリエ、熊田祐介氏を講師に迎え、有名な
「ボルドー」「ブルゴーニュ」地方の格付けの高いワインを２
種類ずつ飲み比べ、色・味わい
・香りについて体験し、そ
れぞれのワインの原産地・
ワインの特徴についてスク
リーンを見ながらの講習を
受けた。フランス料理に舌
鼓を打ちながら、楽しく、
有意義な勉強会であった。

3/21 (土)近隣の郷心会とのコミュニケーションと親睦を

新商品紹介
【三次】「しもん茶 霧海(むかい)」

東洋林産化成

バーク堆肥など、森林開発や管理で発生する間伐材等の再資源化による緑化基盤
材や土壌改良材の製造会社、東洋林産化成㈱の技術を結集し、三次盆地の自然の恵
みの中で化学肥料や農薬を一切使わず健康栽培した『しもん茶』です。しもん芋は
ブラジル原産の白サツマイモのことです。その葉と茎から作られた『しもん茶』は
香ばしくてクセがなくて大変美味しいと評判です。ホットでもアイスでも美味しく
お召し上がり頂けます。
価格：２.５ｇ×３０包 ２,３００円(消費税･送料込み ※一部地域を除く)
お問合せ先：東洋林産化成㈱ 三次市三原町１６－１
TEL：0824－63－1819
楽天ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.rakuten.co.jp/satoyamanchu/1084436/1084437/

【安芸】「ヨーグルト植物の恵」

野村乳業

生命力の強い植物乳酸菌で発酵させた，国内唯一の植物乳酸菌 100％ヨーグルト
です！ 生きて腸まで届くチカラが大変強く，腸内環境の正常化に役立ちます。毎
日の食後のデザートとしてお召し上がりいただくことで，自然とお腹の中から体調
を整えていきます。香料は一切使用せず，新鮮な乳をそのまま植物乳酸菌で時間を
じっくりかけ，丁寧に発酵しています。広島大学病院でのヒト臨床評価試験を経た
機能性植物乳酸菌を使用しています。今までのヨーグルトでは感じられなかった、
新たな実感をお届けします！（第 20 回中小企業優秀新技術新製品賞受賞）
価格：「ヨーグルト植物の恵」実感セット 1,800 円（80g×15 個）
お問合せ：野村乳業㈱ 広島県安芸郡府中町鶴江 2－12－27
TEL：082－281-3341
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.nomura-milk.co.jp/
【府中】
「鯛の身噌」

本家 中村屋

刺身で食べるのも美味しい鯛の身を使った「鯛の身噌」が好評発売中！
味噌にたっぷりの「鯛の身」を入れ、少し甘味を付けて炊き込み、「鯛の身」に
味噌味がついた昔の保存食をヒントに、府中味噌の本場の味噌屋が「鯛の身噌」を
商品化。こだわりの愛媛県産の健康真鯛と原材料が国産の府中味噌をドッキングさ
せ作りました。大変美味しく出来上がっておりますので、酒の肴に又ご飯のおかず
に是非お召し上がり下さい。
定価：1,150 円（税込・内容量 100g・送料別)
ご注文は、㈱本家 中村屋 Tel (0847)45-2735 Fax(0847)45-3678
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.misoya-nakamuraya.com/

クイズコーナー
交差したマスには、タテ、ヨコの漢字を一つにした漢字を入れて
ください。①②③の順に読むと、何になるでしょうか？それを正し
く読んで、ひらがな五文字にして答えてください。
［ﾋﾝﾄ］でも昆虫ではありません。
(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、６月５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。
前回の答：「鰯雲」 正解者３６名。抽選の結果、１５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。

