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今月の花：「さつきつつじ」---花ことば「節制」

平成 17 年度スタートに当たって
郷心会連合会

金井会長 挨拶

平成 16 年度は、各郷心会の会員・行政・商工会議所・商工会の皆様のご協力により、地域
の活性化に貢献することができたものと存じます。本年度も、地域との連携を強化し、魅力的
な企画で、多くの会員様に参加していただく機会を増やして参りたいと思います。郷心会は、
県内に 4300 会員を擁する全国的にもめずらしい異業種交流の組織です。会員様をはじめ関
係の皆様にも、このユニークな組織をお互いに積極的に活用していただき、地域の活性化の一
助としていただければ幸いです。

平成 17 年度

郷心会の主な事業計画

県内製品愛用運動を軸に、会員企業のお役立ち活動の充実と、参加して楽しいイベント企画で、
「元気な郷心会」
を目指します。
1. 会員製品の販促支援活動
3. 会員交流／見学会
・フラワーフェスティバル出展
・安全運転体験研修会
・東京「広島ゆめてらす」出展
・企業見学会・研修会・講演会
・夏の味めぐり・冬の味めぐり
・合同講演会・交流会
・郷心会ホームページリンク
・東京モーターショー見学会・交流会
2. マツダ車の販促支援活動
・チャリティゴルフコンペ
・新車キャンペーン
4. 広報／会議
・イベントでのマツダ車展示
・連合会会長会議／各郷心会総会・役員会
・会員企業保有車の点検サービス
・機関紙「郷心会だより」の発行
・職域展示会・出前試乗会
・郷心会ホームページの充実

合同講演会・会員交流会
3/10(木) ホテルグランヴィア広島にて、郷心会合同講演会・会員交流会が 270 名の参加のもと開催された。
金井会長の開会挨拶の後、AFLAC 創業者・最高顧問 大竹美喜氏の「私の経営理念～いま企業経営者に求めら
れているもの～」という演題での講演が始まった。いろいろな業種の企業経営者が聴講するなかで、「経営者の
資質や考え方により企業は変わっていく。
社員に活力を与え、最も働きやすい環境
をつくり、いきいきと自分の個性とスキ
ルを思う存分発揮させること。前向きの
仕事に取組む企業文化をつくることが最
も大切なこと。みんなで知恵を出せ、勇
気を出せ、元気を出せ、常に目標を持っ
てビジョンを掲げてチャレンジしていこ

講師

大竹美喜 氏

金井会長の挨拶

講演会風景

う。今日という日は、人生にとって最も
重要だ。」など、建設的な企業文化をつくろう
宇田会頭の乾杯

との貴重な元気の出る教訓を賜った。その後、
広島商工会議所宇田会頭の乾杯の音頭で、会員
交流会が始まった。マツダ(株)古田常務の挨拶
や県産品が当たるお楽しみ抽選会で大いに盛り
上がった。

会員交流会 福引大会

マツダ古田常務の挨拶

フードフェスタ広島 2005
地元特産の食材や料理を集めて販売する県内最大級の食の祭典
「フードフェスタ広島 2005」が、2/26(土)と 27(日)の 2 日間
広島市中区の広島グリーンアリーナとその周辺を会場として開催
された。土曜日は小雪がちらつく寒い日だったが、日曜日は好天
に恵まれ、親子連れやカップルら約 25 万人で終日にぎわった。
会場には 45 市町をはじめ、地元食品メーカーや生産者団体など
152 団体が約 240 ブースを出展。
郷心会も、ハノーバー庭園に 4 張りのテントを設け、15 会員
が参加し、にぎやかに即売会を行った。日曜日の昼ごろには完売するところや行列ができ
札止めするなど大変盛況のところもあった。売上も、天候にも幸いされ、前年比約 30%
アップでした。このフードフェスタは、今年度より、10 月に広島城周辺で「ひろしまフ
ードフェスティバル」としてリニューアルされる予定です。郷心会も引続き出展する予定
です。

因島

造船技術を守る

造船技術者の高齢化が進み、約半数は 50 歳以上といわれる
中で、若手への技術伝承が深刻になっている。そんな中で因島
では、地域をあげて造船技術の伝承と技術者の育成に取組んで
います。1999 年に地場の造船関連企業 30 社が市や商工会議
所の協力を得て設立された「因島技術センター」で、4/6 に本
年度の入校式が行われた。今年は 49 名が入校。因島はもとよ
り福山・尾道市からも。また本年度より全国公募を始め、県外
からの入校もあった。高校・大学の新卒者中心の新入社員がベ
テラン技術者の講師から造船の基礎技術を学びます。
職人気質が強く見よう見まねで学ぶ習慣から、独自のカリキ
ュラムで効率的な技能教育へと変わろうとしています。因島技
術センターでは、昨年より専門コースも設立し、「ぎょう鉄」

入校式で挨拶される三和ドックの寺西社長
(運営協議会副会長)

講座を実施。今後、配管・溶接などの技術講座も順次追加していく予定です。

安全運転体験研修会
郷心会では、マツダ(株)三次自動車試験場の協力を得て、
「安全運転
体験研修会」を実施しています。会員企業の代表者や安全運転管理者
の方々を三次テストコースにお招きし、運転研修・高速周回路バンク
同乗走行・新型車試乗会・試験場設備見学等を行っています。
一般公道では体験できない「スピン立直し」「ジムカーナ」など今
まで参加いただいた方からは、
「貴重な体験をさせていただいた。
」と
好評です。
平成 17 年度も、年 3 回(4 月、9 月、3 月)、1 回 20 名で実
施予定です。研修会への参加希望などは、ご加入の郷心会事務局
にお問合せください。

郷心会トピックス
【三原】キリンビアパーク広島見学会

【広島】マツダ防府工場見学と津和野散策

3/27(日) キリンビアパーク
広島とダイヤモンドシティソ
レイユ見学会を 24 名の参加
により開催。広島工場の歴史、
ビールの原料、製造工程の説
明の後、できたての生ビール
を試飲。ソレイユでは、大型
商業施設としての店舗レイア
ウト、商品陳列などを見学し
た。

【竹原】中尾醸造見学会

3/17(木) 総勢 43 名で、マ
ツダ防府工場見学と津和野の
街並みを散策した。マツダで
は、モジュール生産方式、人
と機械の工程の完全分離など
参加者一同感銘を受けた。津
和野では、太鼓谷稲荷参拝後、
小雨にけむる掘割りの鯉・武
家屋敷等風情あふれる山陰の
小京都を楽しんだ。

【福山】春休み子供見学会
3/22(火) 地元中尾醸造(株)
の見学会を開催。お米から丹
精込めてお酒を造る工程を懇
切丁寧に案内していただき、
お酒造りの深さと大変さを実
感した。該社は名酒「誠鏡・
まぼろし」の醸造元で、生産
量は県下 9 位、大半は高級吟
醸酒である。

【安芸】テーブルマナー講習会
3/6(日) 安芸郷心会会員であ
るホテルグランヴィア広島で
64 名の参加により初めて開
催。同ホテルソムリエの前岡
先生の指導により、スープの
飲み方・骨付き肉の食べ方等
を学んだ。フランス料理と珍
しいモロッコワインを愉し
み、会員の交流も深まった。

【東広島】チャリティゴルフコンペ
3/12(土) 広島東映 CC で、
過去最高の 43 名が参加して
開催した。今回から休日開催
に設定、新趣向として団体戦
も取り入れた。今谷新会長か
らは特別賞の提供もあり、チ
ャリティホールの募金 3 万 4
千円は東広島スポーツ振興基
金に寄付した。

【呉】警固屋さくら祭り協賛
4/3(日) 昼からの春雨模様の
肌寒い中、第９回警固屋さく
ら祭りが開催された。昨年よ
り呉郷心会も参加しているが
毎年好評で、今年も雨にも拘
らず約 800 名近くの来場者
があり、新型プレマシーを始
めとしたマツダ車展示コーナ
ーにも多数の来場者があっ
た。

ようやく春めいた 3/29(火)
46 名の参加で SL やまぐち号
に乗車。迫力ある蒸気機関車
の汽笛や車内に流れ込む煙に
皆びっくり。その後、名勝長
門峡を散策し、自然の険しさ
に驚き、最後にマツダ防府工
場を見学し、複雑な動きをす
るロボットにまたびっくり。
躍動感溢れた早春を堪能。

【尾道】ビジネスマナー研修会
3/3(木) 新企画として「ビジ
ネスマナーとは何かを再確認
し、来客対応等様々なケース
スタディーを通じて、難しい
場面にも柔軟に対応できる接
遇の心と形を身につける」こ
とを狙った研修会を近藤宜子
氏を迎え実施。実践に即した
研修内容で、受講者一同大変
勉強になった。

【大竹】市制 50 周年イベントに新型プレマシー !!
好評の新型プレマシーが、
3/27(日) に開催された大竹
市市制 50 周年イベントでお
披露目された。当日は、約 2
万 人 も の 来 場 で 大 賑 わ い !!
プレマシーをご覧になられた
皆様方には、室内の広さと装
備の充実、スタイルの良さが
大好評でした。

【三次】三次さくら祭り協賛
4/3(日) 観光協会主催の「三
次さくら祭」が尾関山公園で
開かれ、多くの家族連れでに
ぎわった。郷心会は、プレマ
シー・RX-8 を展示し祭りに
協賛。雨が時折降るなか、メ
ーンステージ・各地の特産品
売り場も祭ムードを高めるた
めに一生懸命だった。 公園の
桜はまだつぼみ。

新商品紹介
【呉】千福純米酒シリーズ(洗顔石鹸、化粧水、保湿クリーム) (株)三宅本店
純米酒に含まれる成分には、さまざまな美肌効果があります。例えば、アミノ酸
には保湿効果、アルコール分には洗浄作用や毛穴を引き締める作用があり、特に
女性にはやさしい美容効果があります。
この千福純米酒シリーズ(洗顔石鹸、化粧水、保湿クリーム)は、自然の恵みをそ
のまま活かした良質の米と水からつくられる純米酒を十分に配合いたしました。
連絡先：(株)テックコーポレーション 〒730-0029 広島市中区三川町 2-6
Tel. (082) 247-1100 http://www.techcorporation.co.jp

【府中】 木製サッカーボール立体パズル
和産業(有)
左の写真は、一見普通のサッカーボールに見えますが、でもよく見ると木製な
のです。実は、お届け時には一つ一つのピースは、ばらばらになっています。
サッカーボールの形をした組み立て式立体パズルなのです。接着剤を使わないで、
何度でも組み立てたり、ばらしたりできます。
ピースにレーザー加工でご希望のクラブ名やロゴ、友達・ご家族の名前などを入
れることが出来るので、記念品としても最適です。サンフレッチェ広島のオフィ
シャルショップ「V-point」でも販売開始の予定です。是非お立ち寄りください。
連絡先：和産業(有) 〒720-1264 福山市芦田町福田 1927
Tel. (084) 958-4362 http://www.fuchukagu.com

郷心会の主要活動予定
東京「広島ゆめてらす」広島特産品展
1. タイトル： 広島特産品展
2. 実 施 日： 平成 17 年 6 月 16 日(木)～22 日(水)
3. 場

所： 東京・新宿 広島県アンテナショップ「広島ゆめてらす」

4. 会 員 数： 約 15 会員
5. 問合せ先： くわしくは、各郷心会事務局までお問合せください。
「広島ゆめてらす」も、今年度リニューアルされ、新しい
レイアウトでの展示となります。

クイズコーナー
36 字が並んだ漢字テーブルがあります。このテーブルから文字を
拾い、12 のヒントにあった 2 字、3 字、4 字の熟語、言葉、人名
などを作ってください。最後に使わないで残ってしまう漢字が 1 つ
だけあります。それはどの漢字でしょう。
(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、5 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。
前回の答：
「つくし(土筆)」 正解者 18 名を抽選の上、10 名に「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。

