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新年度に当たってのご挨拶

マツダ(株) 井巻社長

郷心会会員の皆様には、日頃よりマツダ車の拡販にご支援ご協力いただき、厚く
御礼申し上げます。
平成 18 年度を迎え、マツダ(株)の現状説明とお願いをさせていただきます。
弊社は、昨年度はお陰をもちまして、好決算を上げることができました。これも
偏に皆様方のご支援の賜物と感謝いたしております。しかし、内情を見ますと、円
安の追い風によるところが多く、体力回復とまでは言えない状態です。特に、国内
販売においては、マツダ Zoom-Zoom を体現する新車のラインアップが揃って、
やっと今からという段階です。マツダの体力をより強固にするため、これからは販

マツダ(株)

井巻社長

売網の強化と充実に更に努めて参ります。
今後とも、郷心会メンバーの皆様方のお力添え、更なるご支援・ご協力をいただきながら、一歩一歩前
進して行く所存でございます。愛知県とトヨタに負けないよう、広島県とマツダの絆をより緊密にして行
きたいと考えています。マツダに対するご意見・ご要望など各郷心会事務局経由でも結構です。どしどし
お寄せいただければ、より良いマツダ車をご提供し、皆様に愛されるマツダとなるものと存じます。
よろしくお願い申し上げます。

平成 18 年度 事業計画

郷心会連合会

県内製品愛用運動を軸に、会員の異業種交流・お役立ち活動を充実し、
マツダ車の拡販支援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
・ フラワーフェスティバル、フードフェスティバルへの出展
・ 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
・ イベントでの会員商品の活用
郷心会連合会 金井会長
・ 郷心会ホームページとのリンク
3. 会員交流、見学会等
・ 企業見学会、研修会、講習会
2. マツダ車の販促支援活動
・ 講演会、会員交流会
・ 新車発表会
・ チャリティゴルフコンペ
・ 地域イベントでのマツダ車展示
・ カープ・サンフレッチェ観戦
・ 職域展示会、出前試乗会
・ ボウリング大会など
・ 会員企業保有車の点検サービス
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
・ 各地地域イベントへの協賛

合同講演会・会員交流会
3/9(木) 福山ニューキャッスルホテルを会場に、(財)日本総合研究所理事長・(株)三井物産戦略研究所所長の
寺島 実郎 氏を迎えて、「世界潮流と日本の 21 世紀」と題して、合同講演会を開催した。東部地区での講演会
は、3 年ぶりでもあり、先生の人気からか、200 人の聴講者が集まり、国際政治経済のスペシャリストとして
新聞・テレビ・雑誌などで活躍されている寺島氏の広い見識と確かな情報に基づく講演は、聞く人を大いに魅了
した。世界情勢の中で日本の置かれている立場をわかり易く解説
され、アジア・大中華圏への貿易構造の変化、大ロシア主義への
回帰、日本経済の産業内二極分化(勝ち組
と負け組の乖離)・川上インフレ川下デフ
レ(素材型産業の復権)の実態を見据える必
要があるとの講演であった。
講演会のあと、会員交流会が催された。
マツダ(株)田中執行役員の来賓挨拶の後、
立席での懇親と各地の特産品を賞品とした
抽選会で賑やかな場となった。

開演の挨拶をされる
福島 連合会副会長

交流会開会挨拶の
今谷 連合会副会長

講師

寺島 実郎 氏

交流会で挨拶される
田中マツダ執行役員

講演会 風景

抽選会 風景

無結節網の「日東製網」

交流会中締め挨拶の
倉橋 福山郷心会会長

福山郷心会

● 会社紹介
日東製網株式会社は、明治 43 年(1910 年)創業以来、社会に役立つ製品を開発していくことこそ、メーカ
ーの社会的使命であると考え、結び目のない「無結節網」を開発しました。
それは、1925 年に日東製網が世界で初めて開発に成功し 16 か国 57 の特許を与えられた独創の製網技術
です。当社の「無結節網」は漁業から構造物、またスポーツ分野など世界中で信頼され、高性能網の代名詞と
して高いシェアを占めています。
他にも紙ネットの開発など環境を考えた次世代へつなぐ網を追求し続けています。
● 製品紹介
当社が開発した「無結節網」は、全ての糸が結ばれず真っ直ぐに走っているため、
かかった力が 1 か所に集中されることなく、瞬時に分散されます。さらに小さな交
差部分は効果的な軽量化と卓越した水力抵抗や空力抵抗を誇り、網に求められるあ
らゆる理想を実現しています。漁業分野ではブリ・サケなどの
定置網に、宇宙分野では使用済み衛星など「スペースデプリ」
の問題解決にも無結節網の技術は欠かせません。
また、世界で初めて 100%紙製の無結節網を商品化し、国
内外のプロサッカーチームのゴールネットとしても使用されて
います。水に濡れても強く、空気中でもほとんど劣化しません
が、土中に埋めるとバクテリアにより分解されるため、環境保
護を考えた網として高評価を得ています。
海洋開発から宇宙開発まで、日東製網は、高度な技術で人々
の豊かな暮らしを支えます。

[東広島] 企業見学会

[竹原] 会員会社見学会「藤井酒造」
3/15(水) 31 社 44 名の参加
者を得て会員企業であるｼﾞｰ･
ﾋﾟｰ･ﾀﾞｲｷｮｰ(株)とﾏﾂﾀﾞ(株)の両
防府工場を見学した。前者は
自動車用ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ部品を生産
されており、その生産技術と
管理手法は参加者の注目を集
めた。後者は、最新鋭のﾛﾎﾞｯﾄ
設備で次々とｱｸｾﾗ・ｱﾃﾝｻﾞが生
産される様子に感嘆した。

[福山] 春の見学ツアー 93 名参加

3/7(火) 会員企業である藤
井酒造の見学会を実施した。
該社は文久 3 年(1863 年)創業
以来、現在も当時のままの蔵
で酒造りを行っており、第１
回全国清酒品評会(明治 40 年)
では日本一の名誉に輝き全国
に広島酒の品質の良さを広め
た。利き酒と日本酒に関する
情報・展示物等が楽しめた。

[ 呉 ] 積水ハウス住まいの夢工場見学会
3/21(火) 積水ﾊｳｽ(株)様の全
面的なご協力をいただき、総
勢 29 名で山口市鋳銭司にある
住まいの夢工場を見学。施設
では最新鋭の耐震免震技術、
外壁・鉄筋の強度ﾃｽﾄ、防犯設
備を見ることができ、改めて
家の安全性を考えさせられ
た。積水ﾊｳｽ(株)の家づくりへ
の取組み姿勢に共感した。

3/21(火・祝) マツダ本社工
場と呉の大和ﾐｭｰｼﾞｱﾑ見学の
ダブル企画。2 才から 70 才ま
での 29 社 93 名(昨年の約 3 倍)
参加で実施。マツダﾐｭｰｼﾞｱﾑで
の係員の説明は丁寧で分かり
やすかったと大評判。大和ﾐｭｰ
ｼﾞｱﾑは祭日で超満員だった
が、ゼロ戦・戦艦大和模型な
ど異次元世界を体験した。

[尾道] 第 2 回ビジネスマナー研修会

[三原] フランス料理テーブルマナー教室
3/11(土) 30 名の参加を得て
会員の経営するﾚｽﾄﾗﾝで開催
した。マナーの本質は、食べ
やすさを考慮していること、
同席している方へのきめ細か
い配慮から成り立っているこ
とを学んだ。また、手ごろな
ワインの選び方とワインの種
類に応じたｸﾞﾗｽの選び方など
も学んだ。

[安芸] 坂町ようようまつり協賛展示会

3/7(火) 20 名の参加を得て
開催した。今回は「ビジネス
マナー実践に必要な自己表現
を身に付け、苦情・ｸﾚｰﾑ対応
をｻｰﾋﾞｽﾏｲﾝﾄﾞによって解決す
る」ことをねらいとして、昨
年に続き近藤宜子氏を講師
に、ｸﾞﾙｰﾌﾟ討議・ﾛｰﾙﾌﾟﾚｰｲﾝｸﾞ
を交え実施し、大変勉強にな
った。

[三次] 三次さくら祭協賛展示会

3/19(日) 22 回目となる今年
のまつりには、5,000 人を超え
る来場者があり、郷心会は新
型 MPV・AZ ﾜｺﾞﾝの展示とﾏﾂ
ﾀﾞｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄﾊﾞﾝｸ長原さん(左写
真)のﾏｼﾞｯｸｼｮｰを行った。展示
したﾏﾂﾀﾞ車には人の輪がで
き、ﾏｼﾞｯｸｼｮｰではｽﾃｰｼﾞ前に陣
取った子供たちが歓声を上
げ、多くの人が楽しんだ。

マツダ病院

人間ドック

4/9(日) 尾関山公園他でさ
くら祭が開催された。好天に
恵まれて様々なｲﾍﾞﾝﾄが行わ
れ、三次郷心会も協賛しマツ
ダ三次事業所・販売会社と共
に新型 MPV など 4 台を展示し
て PR に努めた。桜は五分咲き
であったが来場者の笑顔は満
開で、ようやく三次にも春が

訪れたことを実感した。

郷心会特別割引で実施 !!

マツダ病院のご協力により、健康保険が適用されない「人間ドック」の健診が、郷心会会員の方および
ご家族、社員の方に、割引料金にて受けられることとなりました。
人間ドック・脳ドック・肺がんドック・心臓ドックなど。この機会に是非ご利用ください。
1. 申込み先・問合せ先

マツダ病院 健診センター

TEL.&FAX. (082) 565-5050

〒735-8585 安芸郡府中町青崎南 2-15
2. 申込み期間

平成 18 年 4 月 1 日～9 月 30 日

ミカフィルター

[尾道] ラベルも味も可愛い「ばらの花ゼリー」
万汐農園
地元産のばらの花をたっぷりと使った「ばらの花ゼリー」は、〈赤－はなやか〉
〈黄－さわやか〉
〈白－やさしい〉味と、味も色も 3 種類。ラベルの顔はローズち
ゃん。地元向島の女性デザイナーの作品です。ネーミングももちろん私。若い女
性向けに頭をひねりました。ぷるんとしたゼリーの中にやさしい食感の花びら
が・・新鮮な感動がお口いっぱいに。1 ケ 160 円、3 ケ入・5 ケ入セットもありま
す。夏季限定販売で福山 SA 下り、その他土産店でお求めになれます。直送も OK。
お問合せ先：万汐農園
尾道市向島町 2387-2 (TEL. 0848-44-1645)
ホームページからも注文できます。 http://www.geocities.jp/manchou3/
[府中]

ぐるぐるラビリンスツリー

和産業(有)

この商品は、上の穴からビー玉を入れて下の数字の書いてある所まで落として
いき点数を競って遊ぶゲーム器です。12 段ある丸い板を回すことによりいろいろ
なコース設定ができ、ビー玉がコースを通過して落ちる時間は 40 秒から 1 分です
ので充分に楽しめます。また、普段はお部屋のインテリアとしても良い仕上がり
の商品です。サイズは W300×D220×H400 価格は 16,800 円(税込み、送料別)
お問合せ先：和産業(有) 福山市芦田町福田 1927
TEL: (084) 958-4362 URL: http://kazsan.dreamblog.jp/

東京・広島ゆめてらす
1.
2.
3.
4.

物産展

実 施 日：平成 18 年 6 月 8 日(木)～14 日(水)
場
所：東京・新宿 JR 南口 広島ゆめてらす
出 展 数：約 15 会員
お問合せ：郷心会連合会 Tel. (082) 227-2710
または、最寄の郷心会へお尋ねください。

東京へご出張の際は、是非 お立ち寄りください。

図形が 2 つあります。①は、図のように直線を 2 本引き、そこで
切り離すと、同じ形 2 つに分割できます。では、②を同じ形 2 つに
分割するには、直線 2 本をどのように引き、切り離せば良いでしょう。
ただし、一方が裏返しになってもかまいません。
(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、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。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：
「15 枚」 正解者 12 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。

