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謹 賀 新 年

皆々様のご多幸とご繁栄をお祈り申し上げます
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます
広島県／藤田県知事
新年明けまして
おめでとうございます。
郷心会の皆様には、すがすがしい
新春をお迎えのことと、心からお慶
び申し上げます。
さて、県内の景気は、自動車等の輸出・生産が引き
続き増加する中で、回復を続けております。
こうした中、本県では、「活力と安心、希望のある
『元気な広島県』の実現」を目指し、産業競争力の強
化に、引き続き、全力で取り組んで参ります。
郷心会の皆様におかれましても、県内製品愛用運動
を通じ、県内製品の消費拡大、ひいては本県経済の発
展にお力添えをいただきますようお願い申し上げま
す。
新年の門出に当たり、郷心会のますますの御発展と
会員の皆様の御多幸を心からお祈りいたします。

広島県商工会議所連合会／
宇田会頭
郷心会の皆様、新年明けまして
おめでとうございます。
マ ツ ダ ( 株) に お か れ まし て は 、
2005 年度決算で、過去最高の利益
を記録され、「マツダモメンタム」の最終年度となり
ます 2006 年度の上半期においても連結売上高・連
結営業利益・連結経常利益が過去最高となるなど、更
なる飛躍が期待されるところでございます。
さて、当地域経済は製造業を中心に回復を続けてい
るものの、個人消費や公共投資は盛り上がりに欠ける
など、依然不透明なところもあり、今年こそは本格的
な景気回復が図られますよう願っています。
当連合会では、本年も、県内製品愛用運動を強力に
推進し、より一層の地域活性化を図って参る所存でご
ざいます。郷心会の益々のご発展並びに皆様のご多幸
とご活躍を心からお祈り申し上げます。

郷心会連合会・各郷心会会長
郷心会会員の皆様

新年明けましておめでとうございます。会員の皆様には、良いお年をお迎

えになられたこととお慶び申し上げます。郷心会も 15 年目を迎え、着実に広島県での存在感が
増してきております。これも偏に皆様のたゆまぬご努力の賜物と感謝いたしております。今年は、
県内製品愛用運動をより実のあるものにするため、郷心会を会員相互の交流の場として、また自
[連合会]/[広島]
金井会長

社 PR の場として、積極的にご利用していただければ幸いです。今後とも有意義な会とすべく推
進していく所存でございます。皆様のより一層のご協力をお願い申し上げます。

[ 呉 ] 山本会長

[三次] 木村会長

[東広島] 今谷会長

[庄原] 西田会長

[大竹] 福田会長

[安芸] 関 会長

[福山] 倉橋会長

[尾道] 川﨑会長

[三原] 福島会長

[府中] 北川会長

[竹原] 山本会長

[因島] 大出会長

マ ツ ダ CX-7 発 表 会
マツダでは、12/19(火)に、新型車「CX-7」を発表した。近
年ますます注目を集めている SUV マーケットに対し、未だ誰も体
験したことのない新しい価値を提案すべく、SUV にスポーツカー
のエッセンスを融合(クロスオーバー)させた新型車です。この
CX-7 は、SUV がもともと備えている価値である「力強さ」や「実
用性」に加え、スポーツカーの真の価値である「美しいスタイリ
ング」と「優れた走行性能」を一切の妥協なく高い次元で融合さ
せ、
「スポーツクロスオーバーSUV」という全く新しい価値を余す
ことなく体現した仕上がりとなっている。広島会場はリーガロイ

マツダ CX-7

ヤルホテル広島で、福山会場は福山ビッ
グローズで発表会が行われ、2 会場合わ
せて 700 人の方が CX-7 の魅力を体験
しようと集まられた。マツダ開発担当か
ら映像を交えての開発コンセプトなどの
説明を聞き、実際に新型車にさわってみ
てその魅力を確かめておられました。若
い従業員さんへお勧めしたいくるまです。

広島会場

福山会場

第 15 回 郷 心 会 連 合 会 チ ャ リ テ ィ ゴ ル フ コ ン ペ
11/9(木) 12 郷心会 14 チーム 51 名の参加で、秋晴れのも
と東広島カントリークラブ北コースで、郷心会連合会チャリティ
ゴルフコンペが行われた。グロス 73 の因島郷心会の村上さん
をはじめ、ハイスコアで激しい戦いが展開された。3 名 1 チー
ムの団体戦と個人戦で競われたが、団体戦優勝は、福山郷心会
チーム(内海・橋本・松原の各氏)が僅差で獲得。内海さんは、個
人戦でも準優勝で優勝の
弁も滑らか。個人戦優勝
は、東広島郷心会の梶川
さん(ネット 69.2)でした。
各地の郷心会会員様の商品の中から選ばれた賞品を手に、戦いの後の表彰
・交流会は大いに盛り上がっていた。チャリティホールでのチャリティ基
団体戦優勝の福山郷心会チーム

金は、37,000 円集まり、後日広島県社会福祉協議会に寄付した。

東京「広島ゆめてらす」展示即売会
11/23(木)～11/29(水)の 1 週間、東京・新宿 JR 南口新宿サザンテラ
スにある広島県のアンテナショップ「広島ゆめてらす」で、恒例の広島物
産展と銘打って 19 会員の商品の展示即売会を行った。
「この物産展を待っ
ていた」とのお客さんも次第に定着しつつあるようで、中でもしいたけは
一番の人気商品である。小粒どんこは 3 日目で完売。他も 5 日目に完売し
た。試食を用意された海産物も、順調に売上げを伸ば
し完売が続出した。売上げも過去最高を記録した。
新宿サザンテラスは、クリスマスのライトアップが
美しく、夜は格好のデイトスポットと化し、人通りで
賑わっていました。

ライトアップされデイトスポットに

[三次][庄原] 合同
見学会交流会
11/14(火) 三次・庄原
郷心会合同見学会交流
会を実施した。当日は
早朝 6 時 30 分出発に
も拘わらず三次 28 名、
庄原 19 名、合計 47 名
参加された。「鳥取三洋
電機(株)」で携帯電話機の製造工程を見学した。なお、折りた
たみ式携帯電話機は三洋電機さんが業界で最初に商品化した
との説明があった。交流会は、かにの食べ放題で全員ご満悦
でした。

[ 呉 ] 企業見学会
11/23(木) 総勢 35 名
でマツダ防府工場と毛利
氏庭園・博物館他を見
学した。防府工場では、
複数の部品を組立てた
ユニットをラインに供給す
る「モジュラー生産方式」
の組立てロボット群の精
巧な動きを見ることができ、参加者一同感銘を受けた。また、
毛利氏博物館では、数ある展示物の中で雪舟が描いた「四季
山水図」(国宝)に感激。生憎の雨であったが、近代和風建築の
粋を集めた豪邸と庭園の紅葉に心を洗われた。

[尾道] 企業見学会
11/14(火) 今年度第 2
回目の企業見学会とし
て「カルビー(株)広島工
場、ちゅーピーパーク、ウッ
ドワン美術館」見学会を
22 名の参加を得て開催
した。カルビー(株)での
最新の食品製造工程見
▲ ウッドワン美術館にて
学、ちゅーピーパークでの
世界最速の輪転機見学、安芸グランドホテルでの宮島をながめな
がらの楽しい昼食、ウッドワン美術館でのゴッホ・ルノワールなど
世界的名画鑑賞と多彩な内容に、参加者は大変満足であった。

[安芸] タカキベーカリー
岡山工場&倉敷美観
地区見学会
11/18(土) 関 嘉伸会長
以下 34 名の参加で、平
成 17 年 4 月に操業を開
始した最新鋭のタカキベー
カリー岡山工場見学会を
実施。手作り工程中心の
石窯で焼くパン製造ライン、オートメーションの製造ラインの見学
や映像を使っての説明の他、テストキッチンでのパン作り体験や
様々なパンの試食で一同お腹一杯になる見学会でした。帰路
には倉敷美観地区・大原美術館を訪れ、懐古の町並みや世界
の名画を鑑賞、歴史美術探訪と社会勉強の一日となった。

[福山] ニュー島根
パラダイスツアー
11/12(日) 30 会員 90
名参加のもと島根路へ
バスツアー。安来の和鋼
博物館見学。どじょう
汁など地元の名産物に
堪能。松江フォーゲルパー
クでは南国の鳥やベゴニ
島根太鼓を聞きながら昼食
ア・フクシアに囲まれパラ
ダイス気分。ルイス・C・ティファニー美術館ではアールヌーボーが柿
右衛門や北斎から受けた影響を実感しながら多くの作品にう
っとり。帰途、宍道湖から日本海に掛かった虹のアーチに一同
大感動。すてきな旅となった。

[因島][尾道] 合同
チャリティゴルフコンペﾟ
11/25(土) 尾道うずし
おカントリークラブで、昨
年に引続き、尾道・因
島両郷心会の合同チャリ
ティゴルフコンペを 31 名
(尾道 20 名・因島 11
名)の参加で開催。紅葉
に染まる美しい自然の中、日頃の鍛錬を発揮されると共に
親睦を深められる有意義な一日となった。両郷心会の会員
商品を活用した賞品に受賞者は大喜び、参加賞にもご満足
の様子でした。

[広島] テーブルマナー
研修会

[大竹] コイ・こい
フェスティバル協賛

11/23(木) 18:30 より広
島プリンスホテルにおいて
78 名参加のもと、第 14
回テーブルマナー研修会を
開催。今回は「イタリア料
理を愉しむ夕べ」と題し
講師に広島プリンスホテル
飲食担当副支配人 唐鎌和治氏を迎え、バジリコ風味やピザ風そ
してスパゲティなどイタリア料理のフルコースとイタリアンワインの味
を愉しんだ。基本のマナーは勿論のこと国によってナイフやフォ
ークの使い方や置き方に多少の違いがあることも学んだ。

11/12(日) 恒例の
「コイ･こい フェスティバ
ル」が開催された。今
年はマツダスペシャリスト
から OB の方にメーンス
テージで「南京玉すだれ
!! とマジックショー!! 」を披露していただき大変な盛り上がり
でした。当日は、大竹郷心会の会員企業の皆様も多数出展さ
れており、自慢の商品を取り揃えた会員企業のテント内は大
変な賑わいでした。また、会場に展示されたマツダベリーサも
花を添えた。

【因島】本因坊秀策の生誕の地よりの “囲碁もち”

ミカフィルター

(株)松愛堂

因島は、碁聖・本因坊秀策の生誕の地であり、昨年新尾道市となった後も、市技
として制定されています。今回、新発売の「囲碁もち」は、はっさく風味の○と、
ごま風味の●を白黒の碁石に見立てた商品で、二色のやわらか一口もちをご賞味
ください。松愛堂では、他にも囲碁にちなんだ半生菓子の「本因坊秀策」や「本
因坊秀策せんべい」なども販売しています。
囲碁もち：126 円/個
連絡先：(株)松愛堂 尾道市因島土生町 2138-1 TEL. (0845) 22-1357
尾道市土堂 1-6-11

TEL. (0848) 22-9228

HP：http://www.shoaido.jp/

合同講演会・会員交流会 参加者募集
1. 開 催 日： 平成 19 年 2 月 28 日(水)
・講演会：16:30～18:00
テーマ：「60 歳でボケる人 80 歳でボケない人」
講 師：フレディ松川 氏
湘南長寿園病院院長
・会員交流会：18:10～19:30
2. 開催場所： ホテルグランヴィア広島「悠久の間」
3. 募 集 数： 250 名
4. 参 加 費： 2,000 円/名
5. お問合せ： 郷心会連合会 Tel. (082) 227-2710
または、最寄りの郷心会へお尋ねください。

軍配の中に 25 の漢字が入っています。この中の文字を 4 個ずつ選ん
で組み合わせると、大相撲に関する 4 文字言葉が 6 つあらわれます。
最後に使わない漢字 1 つが残ります。その残った文字は何でしょう。
( 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、2 月 10 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。

前回の正解者 39 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。

