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今月の花：「ウメ」---花ことば「忠実、気品、清らかな美しさ」
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新年明けましてお
め
めでとうございます。
会員の皆様良いお
年をお迎えになられ
たこととお慶び申し
上げます。郷心会組織
金 井
も 13 年目を迎え、マ
郷心会連合会
ツダ(株)の業績も次
会 長
第に回復し、広島県経
済も回復の兆しが出てきたように
思えます。これも偏に会員の皆様の
たゆまぬご努力の賜物と感じてお
ります。今年は、県内製品愛用運動
をさらに充実していくため、この会
に入って良かったとの実感を会員
の皆様に感じていただくための魅
力的な企画を提供して行きたいと
考えています。また、会員様からの
積極的な提案も歓迎いたします。今
後とも面白く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。
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郷心会の皆様、新年
新年明けましてお
明けましておめでとう
めでとうございます。
ございます。
昨年秋の知事選挙
昨年のマツダ(株)さ
では、多くの県民の皆
んはプレマシーならび
様から県政の舵取り
にロードスターと新型
への期待の声を直接
2 車種を発表され、とも
藤 田
お伺いし、改めて、職 宇 田 広島県
に売上も好調、特にロー
商工会議所連合
広島県知事
責の重さを痛感して
ドスターは日本ｶｰ･ｵﾌﾞ･
会
会 頭
おります。本県では、これまで、活
ｻﾞ･ｲﾔｰを受賞され、井巻
力のある住みやすい「生活県ひろし 社長さんも RJC ﾊﾟｰｿﾝ･ｵﾌﾞ･ｻﾞ･ｲﾔｰに
ま」の実現に向けて取り組んで参り 選ばれるなど非常に喜ばしいことが
ました。この結果、見え始めてきた ございました。また、中間決算も前年
「元気な広島県」への明るい兆しを を更に上回る過去最高益を達成され、
より確かなものとするため、引き続 「マツダモメンタム」のもと、本年も
更なる飛躍が期待されるところです。
き、全力を傾注して参ります。
さて、最近の当地域経済は緩やかな
郷心会の皆様におかれましても、
回復基調にありますが、今年こそは、
県内製品愛用運動を通じて、県内製
品の消費拡大、更には本県経済の発 本格的な景気回復が図られますよう
願っております。当連合会では、本年
展にお力添えをいただきますよう
も、県内製品愛用運動を強力に推進
お願い申し上げます。
し、より一層の地域活性化を図って参
新年の門出に当たり、皆様のご多
る所存です。郷心会の益々のご発展、
幸とご健康を心からお祈りいたし 並びに皆様のご多幸とご活躍を心か
ます。
らお祈り申し上げます。
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連合会チャリティゴルフコンペ
11/8(火) フォレストヒルズ ゴルフ&リゾートで、第 14 回郷
心会連合会チャリティゴルフコンペを開催した。絶好のゴルフ日
和の中、団体戦 9 組・個人戦 32 名の熱い戦いがスタートした。
早いグリーンに悩まされながら、プレーイング 4 なしでダブルペ
リアでの熱戦の結果、団体戦は竹原郷心会チーム((株)テック 水戸
さん・和宏商事(株) 岡本さん・水井船舶商事 水井さん)が、個人
戦は同じく竹原の和宏商事(株) 岡本さんがみごと優勝された。表
彰式で各郷心会会員商品から選ばれた各賞品を受取り満足され、

団体戦優勝の

参加者相互の和やかな懇親の場となった。また、チャリティ募金

竹原郷心会チーム

として 18,000 円集まり、広島県社会福祉協議会に寄付した。

マツダ Zoom-Zoom フェスタ開催
10/30(日) マツダ(株)創立 85 周年・マツダ労働組合結成 60 周年を
記念して、マツダ Zoom-Zoom フェスタ 2005 が宇品工場駐車場で開
催された。天候も良く 3 万人を超える家族連れで賑わった。郷心会からも
12 会員が出展し、お客様の途切れない長蛇の列に汗だくの奮闘ぶりだっ
た。マツダ車展示コーナーや遊のコーナー、戦艦大和の肉じゃが販売など。
メーンステージでは、原口あきまさ・Take2 のお笑い on ステージやマ
ジレンジャーショー、カープのブラウン新監督らの飛び入り参加など大人
も子供も大いに楽しみ、満腹した 1 日だった。

マツダ車展示コーナー
原口あきまさ

Take2

備後大田庄太鼓

ｶｰﾌﾟ・ﾌﾞﾗｳﾝ新監督

グレーチングの「ダイクレ」

呉郷心会

1. 会社紹介
(株)ダイクレは、日本の造船技術を駆使した「戦艦大和」の建造に直接携わった旧海軍工廠の人たちが集ま
り、昭和 26 年 5 月に「大呉興産(株)」として設立しました。創業当時は船舶塗装と鉄鋼工事を中心に事業を
行っていましたが、当社の主力製品である「グレーチング」は、当時の NBC 呉造船所の担当者より国産化を
すすめられたのがきっかけで、苦難の末「グレーチング」製造機械の自社開発に成功、昭和 27 年に製造・販
売を開始しました。昭和 44 年には社名を「(株)ダイクレ」に変更し現在に至っております。
2. 製品紹介
当社の主力製品である「グレーチング」は、ベアリングバーである平鋼を等間隔に配列し、クロスバーとな
る棒鋼(ツイストバー)を電気圧接した格子状の土木建築用建材で、強くて軽く採光性に優れた製品として、現
在では道路の溝蓋や橋梁・建物・各種プラントの床板として使用されています。ダイクレは「人に優しく環境
にも優しい製品」を開発の基本とし、グレーチング上面にザラザラ状の滑り
止めを施し、クロスバーピッチを 100mm から 50mm に狭め、車椅子等
の車輪の落ち込みを防止する「ザラザラ 50」や、ベアリングバーの配列を
12.5～15.0mm に狭め、お年よりの杖等のはまり込みを防ぐ「ザラザラ細
目」を開発。グレーチング以外でも、のり面の補強・緑化を行う「グリーン
パネル」や、溶接技術を駆使した熱交換用アルミフィンチューブ「スーパー
アルミフィンチューブ」など開発し、製造販売を行っています。

【三次】
【庄原】合同講演会・交流会
11/25(金) 両郷心会合同で
講演会・交流会を開催した。
講師は木下富雄広島ｶｰﾌﾟ前二
軍監督で、講演はｶｰﾌﾟ球団で
の選手の強化・育成方法につ
いて大変興味の持てる内容だ
った。参加者は吉岡三次市
長・金井連合会会長など 82 名
で、交流会では会員製品の福
引などで大いに盛上がった。

【広島】テーブルマナー研修会
11/4(金) 広島ﾒﾙﾊﾟﾙｸにて第
12 回ﾃｰﾌﾞﾙﾏﾅｰ研修会を実施。
女性会員も多く今まで以上の
盛況ぶりだった。ﾚｽﾄﾗﾝｻｰﾋﾞｽ
国家技能士 1 級の中藤・渋谷
両氏のﾃｰﾌﾞﾙﾏﾅｰと国際ﾌﾟﾛﾄｺﾙ
ﾏﾅｰの有意義な講義に耳を傾
けながら味覚の秋の洋食ﾌﾙｺｰ
ｽを味わった。未参加の方の参
加を待っています。

【大竹】チャリティゴルフコンペ
11/19(土) 晴天の岩国 CC に
てﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟを開催。絶好
のｺｰｽｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝの中、参加いた
だいた 28 名の会員様は日頃の
鍛錬?を発揮された。優勝者は
小田大竹郷心会副会長(小田光
(株)会長)でした。なお、ﾁｬﾘﾃｨ
として、大竹市社会福祉協議
会に 21,000 円を贈りました。

【三原】神楽門前湯治村・湧永満之記念庭園見学会
10/29(土) 35 名の参加によ
り実施。安芸高田市の神楽門
前湯治村では村内散策や入
浴・食事を楽しみ、神楽の舞
台を全員で鑑賞し、その見事
さに一同大満足。改めて広島
の神楽の伝統と素晴らしさを
実感。また、広大な湧永記念
庭園での整然とした美しさに
も感心。

【竹原】安芸津フェスティバル協賛
11/12(土)&13(日) 芸南地方
の秋の最大の祭り 安芸津ﾌｪｽ
ﾃｨﾊﾞﾙ「火とグルメの祭典」は、
南一誠ｼｮｰ・万葉の火文字・マ
グロ解体・人気のグルメｺｰﾅ
ｰ・万葉灯行列等に 25,000 人
余の人出で賑わった。竹原郷
心会も新型ﾛｰﾄﾞｽﾀｰなど 5 台を
展示し好評であった。

【府中】ISO14001(パート 1)概要説明会
11/10(木) 企業ﾏｲﾝﾄﾞ向上に
むけて、ISO14001 概要説明会
を実施した。当日は、会員企
業 5 社 9 名の担当者が参加さ
れ、講師の説明にメモを取り
ながら熱心に聴講された。参
加企業は、ISO14001 取得を予
定されている企業ばかりであ
り、残された 2 回の説明会を
楽しみにされている。

【福山】マツダ工場見学とサンフレッチェ観戦
11/23(祝) J ﾘｰｸﾞ観戦とﾏﾂﾀﾞ
工場見学のﾀﾞﾌﾞﾙｲﾍﾞﾝﾄ企画に
より、40 社 151 名と昨年の 5
倍超の参加者で実施。ﾏﾂﾀﾞﾐｭｰ
ｼﾞｱﾑは日本ｶｰ･ｵﾌﾞ･ｻﾞ･ｲﾔｰ記
念のﾛｰﾄﾞｽﾀｰ特別展示ｽﾀｰﾄ日。
また、ﾋﾞｯｸﾞｱｰﾁでの柏ﾚｲｿﾙ戦
では連敗を脱出する引分けと
なり、参加者およびｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広
島からも非常に喜ばれた。

【安芸】大和ロケセット&平山郁夫美術館見学会
11/20(日) 秋晴れの中、46
名の参加により開催。実物大
の大和のﾛｹｾｯﾄは迫力があり、
映画で使われた大道具の展示
や撮影時の模様もﾋﾞﾃﾞｵ放映
されており興味深かった。瀬
戸田の平山郁夫美術館ではｼﾙ
ｸﾛｰﾄﾞ紀行特別展のほか幼少
年期の作品も展示され、画伯
の軌跡を辿ることができた。

【東広島】広大祭「マツダモーターショー」
11/5(土) 広島大学でﾏﾂﾀﾞか
ら 9 台を展示し、
「ﾏﾂﾀﾞﾓｰﾀｰｼｮ
ｰ」を開催した。注目の的は、
新発売の真っ赤なﾛｰﾄﾞｽﾀｰと
RX-8。車の周りには多くの学
生が集まり、
「就職したらすぐ
買いたい」との声も聞かれる
など、若者のﾊｰﾄをがっちり掴
んだようだ。

【尾道】御調町ふれあい秋まつり協賛展示会
11/12(土)13(日)「第 14 回御
調町ふれあい秋まつり」がみ
つぎふれあいの里で『新生み
つぎ! みんなで創ろう! 幸せ
のまち』をﾃｰﾏに盛大に開催さ
れた。ｽﾎﾟｰﾂ大会・文化祭・各
種商品展示販売会・警察犬の
ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ・芸能発表会等に
大勢の参加者で賑わった。尾
道郷心会も RX-8・ﾍﾞﾘｰｻ・ｷｬﾛ
ﾙを展示しﾏﾂﾀﾞ車を PR した。

カーアップ
価格：\10,290 (税込み)

【安芸】
「カーアップで燃費改善とトルク UP を体験してみませんか。
」
「カーアップ」を車のラジエーターのリザーブタンクに入れるだけで、燃費の
改善とトルク UP、更に排気ガスのクリーン化が実現できます。エンジンの熱で温
められたラジエーター内の液がリザーブタンクへと循環し、容器の中の機能性ガ
ラスから大量のマイナスイオンが放出され、エンジンを取り囲む冷却パイプ全体
が「マイナスの電場」になります。これによってエンジンに送られる燃料の燃焼
効率を高め、より完全燃焼に近い状態を維持することができます。
連絡先：〒735-8555 安芸郡府中町大須 4-1-36
http://www.meikodo.co.jp
(株)明光堂 Tel. (082) 581-2400 Fax. (082) 581-2406
【府中】生わさびみそ
荒めに刻んだ「静岡産わさび」の食感を大切にし、最高級の「府中みそ」を使
用した新しい食材のご提案です。ビールのおつまみ、野菜に巻いてのお料理、ご
飯にたっぷりかけてのおかず、刺身のお醤油がわりなど四季折々に色々な食べ方
を楽しめます。一度味わってみてください。お酒を飲む機会が多いシーズンです
が、是非、年始の食卓に置いていただき、食欲不振を吹っ飛ばしてください。
定価 690 円 (税込み・内容量 100g、送料別) 1 個からでも OK
ご注文は、(株)本家中村屋 Tel. (0847) 45-2735
http://www.misoya-nakamuraya.com/ まで

郷心会合同講演会・会員交流会
1. 実 施 日：平成 18 年 3 月 9 日(木)
2. 場
所：福山ニューキャッスルホテル
3. 講
師：寺島 実郎 氏
(財)日本総合研究所理事長
(株)三井物産戦略研究所所長
4. 演 題(仮)：「世界潮流と日本の 21 世紀」
5. 募 集 数：約 150 名

安全運転体験研修会
1. 実 施 日：平成 18 年 3 月 4 日(土)
2. 場
所：マツダ(株)三次自動車試験場
3. 募 集 数：20 名

右上の「千差万別」のように、四文字の熟語を全部で 7 つ見つけて囲
っていってください。最後に漢字が 2 文字残りますから、それを上か
ら読んで下さい。それが答えです。
(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、1 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：「11」 正解者 20 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。

