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11 月 23 日（木）に大崎上島へ企業見学会に行ってきました。今回の企業見学会では
中国電力の協力で大崎クールジェンを見学しました。ここは石炭をガス化して発電する実
証実験を行っておりエコな発電を行っている注目の施設です。石炭ガス化炉の説明を聞い
たり、大きな施設を背景に写真を撮ったりと楽しむことが出来ました。
2018.
島内観光では、バスでのガイドを大崎上島観光協会会長 ホテル清風館の角南社長に
行っていただき、流暢な説明に聞き入ってしまいました。さらに、地元の農園の方々にマル
シェを開いてもらったり、岡本醤油醸造所の仕込みの様子を見学したりと、楽しい１日を過ごすことが出来たと思います。
ただし、待ち時間が多くなってしまうなど、スケジューリングと食事の配膳など課題もありました。また、今回の見学会は呉
郷心会との合同で２郷心会で８８名の会員を集めることが出来たのですが、大崎上島の地元の方々の協力を得て地域の活性化
という郷心会の目的を果たせたのではないかと思います。
これからも広島県を楽しめる企画をご案内差し上げますので、郷心会のイベントに是非ご参加ください。

ごあいさつ
日頃より東 広島郷心会の活動にご理解とご支援を賜りあ
りがとうございます。
この原稿を書いている時点では寒さが厳しく、春の訪れ
が待ち遠しい季節ではございますが、皆様はどのようにお過
ごしでしょうか。
さて、広島県の景気は、引き続き緩やかな回復傾向という
ことができると思いますが、実感しにくいところもあるかと
思います。そんな中、私たちも郷心会の活動を通じて地域経
済の活性化を図りたいと思っております。特に、会員交流を

通じて、会員企業様同士のつながりが強化できることが地域
の発展につながっていくと考えております。
平成 30 年も東広島郷心会からいろいろなイベントをご案
内したいと思いますのでぜひともご参加ください。
東広島郷心会
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有限会社 アイオイ保険センター
SHGAⅢ認定総轄代理店

皆さまの安心と安定に寄与する
信頼される会社であり続けたい
保険の自由化が急速に進んでいる今日、お客様へ
の正確で迅速な情報提供こそが保険代理店の使命で
あると考えております。
TOHGH SHOP 東 広 島（＝弊 社）は「頼 れる 迅
速やさしい」をコンセプトに地域の皆様に確かな安
心をお届けし、地域発展に貢献できるよう TOUGH
SHOP 東広島提携代理店とネットワークを組んで税
務 相 談・法 律 相 談 から お 車・マイホーム の ご 相 談、
各種セミナー、相談会その他サービスの提供を行っ
ておりますのでご活用ください。

〒739‑0025 東広島市西条中央 4 丁目 1-24
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TEL 082‑422‑3235

E-mail:hokennsennta-higasihirosima@nifty.com
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サンフレッチェ広島

観戦会

11 月 26 日（日）にサンフレッチェ広島のホーム最終戦 FC 東京戦を観戦しました。今シーズンは本
来のパフォーマンスが発揮できず降格圏からなかなか脱出できませんでした。
監督の交代もあるなど苦しいシーズンでしたが、試合は東広島郷心会の声援が届いたのか 2 対 1 で快
勝しました。この結果 J1 残留が決定し、そのことがアナウンスされると場内は歓喜の渦に包まれました。
東広島郷心会では、来シーズンも引き続きサンフレッチェの応援を続けていきたいと思いますので、会
員の皆様もぜひご参加下さい。

会員ひろばへ掲載する会員様のイベント、新商品等の情報を募集しております。

事務局

TEL：082 - 420 - 0315 FAX：082 - 420 - 0325

㈱都市ビルサービス
住まいや会社をきれいにしませんか？
まとめてご相談ください。

㈱広島キョードー
「パッケージから始まる機能最適化」
トータルソリューションで、お待たせしません！

粗大ごみや不用品の処分、排水管洗浄やエアコンの清掃などの
ハウスクリーニングのご依頼は都市ビルサービスにお任せ下さい。
笑顔を大切にお客様から ありがとう と言っていただける存在を目指しています。

段ボールシート・ケース 及び片面段ボールを製造します。
地域密着によるきめ細かなトータルパッケージサービスで、
西日本一帯のお客様をカバーいたします。

TEL 082 ‑ 429 ‑ 3737

TEL 082 ‑ 428 ‑ 0255

http://www.toshi-bs.co.jp

http://kyodo-dnet.co.jp

田島運送㈲

㈱今仙電機製作所

〒739‑0151 東広島市八本松町原4792

物流でマツダを支える田島運送

〒739‑0146 東広島市八本松飯田2‑6‑1

「よい品を、
より安く、より速く」をモットーに

東広島で二代続く歴史を持つ物流会社です。
東広島から部品をマツダの工場へ運んでいます。
正確そして安全な物流を目指します。

TEL 082 ‑ 429 ‑ 0656
〒739‑0152 東広島市八本松町吉川1500‑1

TEL 082 ‑ 422 ‑ 2241
〒739‑0146 東広島市八本松飯田2‑14‑1
www.imasen.co.jp

国産部品工業㈱
自動車のガスケットやシール製品で業界をリードする

㈱建

内装仕上げ工事・リフォーム他、全てお任せください。
事務所・店舗・住宅に関する床工事・

厚生労働大臣認定資格

床診断士
全国三星床工事業協会

シールとは、『密封する』という意味です。
自動車には、空気や燃焼ガス、冷却水、エンジンオイルなどの
さまざまな流体が使われており、これらの流体を密封するための、
製品をつくっています。

TEL 082 ‑ 426 ‑ 6650
〒739‑0047 東広島市西条下見6‑11‑25
HP:kbk-k.co.jp

装

壁紙張り・窓廻り・間仕切り・
舞台幕工事など コンサルいたします。

株式会社

建

装

TEL 082 ‑ 428 ‑ 0450
〒739‑0142 東広島市八本松東3‑32‑32
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【マツダトピックス】

新型「マツダ CX-8」の予約受注が好調
−洗練された SUV スタイルと多人数乗車 *1・ユーティリティの両立が多くのお客さまから好評−
マツダ株式会社（以下、マツダ）は、2017 年 9 月 14 日に発表し、2017 年 12 月 14 日に発売する新型『マツダ
CX-8』の予約受注台数が、発売前の約 3 か月（9 月 14 日の予約開始〜 12 月 10 日）で、月間販売計画台数 1,200 台の
約 6 倍の 7,362 台となったことを 12 月 14 日に発表しました。
『CX-8』は、マツダの国内向け SUV ラインアップにおける最上位モデルで、
「走りやデザインを諦めたくない。でも家
族や友人ともドライブを楽しみたい」と考えるお客さまに対し、多人数乗用車 *1 の新たな選択肢としてマツダが提案する、
3 列シートクロスオーバー SUV です。 「SKYACTIV（スカイアクティブ）技術」とデザインテーマ「魂動（こどう）
-Soul of Motion」を全面的に採用し、
「上質かつ洗練されたデザイン」
、
「街乗りから高速走行まで余裕のある走り」
、
「3 列
目を含むすべての乗員が楽しめる快適性と静粛性」を特長としています。
加えて、
「MAZDA PROACTIVE SAFETY（マツダ・プロアクティブ・セーフティ）
」*2 の安全思想にもとづき開発し
2
たマツダの先進安全技術「i-ACTIVSENSE（アイ・アクティブセンス）
」* を標準装備し、経済産業省、国土交通省などが
普及啓発を推進する「安全運転サポート車」の「サポカー S・ワイド」*3 に全機種が該当。
「走る歓び」の土台となる安心・
安全なドライブ体験をサポートしています。
お客さま *4 からは「デザインがよく家族も乗れる、こんなクルマを待っていた」
「インテリア空間が上質で、後席の座り
心地も良い」
「シートを倒せば長い物が積め、趣味も楽しめる SUV で嬉しい」など、魂動デザインをまとった洗練された
SUV スタイルと多人数乗車・ユーティリティの両立に多くのお客さまからご共感をいただくと共に、30 歳代から 40 歳代
のお客さまを中心に、幅広い層のお客さまにお選びいただいています。
マツダは、この新型『CX-8』をはじめ、さまざまな接点を通じて、お客さまの人生においてかけがえのない存在となり、
お客さまと特別な絆でつながり、選ばれ続けるオンリーワンのブランドになることを目指してまいります。
*1「多人数」とは乗車定員 6 人以上を指しています。新型「CX-8」には 6 人乗りと 7 人乗りの設定があり、
「XD L Package」は 6 人乗りのキャ
プテンシート＆セカンドシート大型コンソールボックス、
「XD PROACTIVE」
「XD」は 6 人乗りのキャプテンシート＆角度調整機構付アームレ
スト（センターウォークスルー）と 7 人乗りの 6：4 分割可動式ベンチシートが選択可能です。詳細は諸元表をご確認ください。
http://www.mazda.co.jp/globalassets/assets/cars/pdf/cx-8/cx-8̲speciﬁcation̲20170914.pdf
*2「MAZDA PROACTIVE SAFETY」は人間を理解・信頼・尊重することを重視した中で、ドライバーが安全に運転できる状態を最大限に確保し、
事故のリスクを最小限に抑制することを目指すマツダ独自の安全思想。
「i-ACTIVSENSE」は、
「MAZDA PROACTIVE SAFETY」に 基 づ
き開発したマツダの先進安全技術の総称。マツダでは、コンパクトカー
から 3 列シートクロスオーバー SUV まで日本国内で販売する主要 6
車種（
「デミオ」
、
「アクセラ」
、
「アテンザ」
、
「CX-3」
、
「CX-5」
、
「CX-8」
）
全機種で「サポカー S・ワイド」に該当しています。
*3 安全運転サポート車のうち、特に高齢運転者の交通事故防止や被害
軽減に効果が期待される技術を搭載した「セーフティ・サポートカー
S」
（サポカー S）の 1 つの区分。
*4 新型「CX-8」プロトタイプ先行展示イベント（2017 年 9 月 15
日〜 2017 年 10 月 29 日開催）における来場者のコメントから抜粋

【東広島郷心会事務局からご挨拶】
1月16日（火）に東広島商工会議所で「書道でカレンダーつくり」講座
を開催しました。6名の会員に参加いただき思い思いの文字を書きまし
た。自由に文字を書くのって楽しいですね。東広島郷心会ではこれから
もいろいろなイベントを案内したいと思います。
個人的には「コーヒースクール」なんて楽しいかと思っていますが、皆
様からの要望をお待ちしています。
訪問の際にご意見お聞かせください。
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