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「ひろしまフードフェスティバル 2008」11 会員出展
恒例となった「ひろしまフードフェスティバル２００８」が 10／２５（土）２６（日）
の２日間、広島城周辺で開催された。今年は、広島・安芸・三次・庄原・福山の５郷
心会から過去最高の１１会員が出展した。広島城西側の郷心会出展会場の西堀広場は、
多くの人が押しかけ、各店先は、食べ物・飲み物を求める人で行列ができるほどの大
賑わい。特に、岩魚の炭火焼、鶏の足焼きは大人気で多くの人が買い求めていた。
出展会員

ミールサービス(有) (広島)
(株)寿屋珈琲飲料社 (広島)
あき商店 (安芸)
焼肉みっちゃん (安芸)

三次麦酒(株)（三次)
(有)佐々木綜合食料品店 (庄原)
(有)雅堂（庄原)
萬治キノコ牧場 (庄原)

中国総業(有)(福山)
佐藤食品 (福山)
池上商店 (福山)

マツダ「ビアンテ」お客様の声

ビアンテは、家族８人で行動できる事から
契約しました。毎日会社迄の往復 10 ㌔の通
勤に使用していますが、運転していても室
内が静かでエンジン音が気にならないため、
疲労感が全く無く大いに満足しています。
(株)ユニックス
山崎 雅史 様

妻が土曜日に販売会社へビアンテを下見に
訪問し、デザインなどとても気に入った様
子だったので、日曜日に二人で訪問、試乗
して直ぐに購入を決めました。休日には家
族４人でのドライブを楽しんでいます。
（株）小川工業所 岡崎 淳 様

府中郷心会

天井が高く、室内が広いのでチャイルドシ
ート、ジュニアシートを乗せても圧迫感がな
いので乗っていても運転していても楽。試乗
して「この車がいい」という子供の一言で決
めました。
（株）桃谷 三鍋 弘之 様

因島郷心会

商売での恩返しの気持ちをこめて、ビアン
テを購入しました。親子３代でのロングド
ライブなど不自由がなく、とても満足して
います。
「金太郎」にとってかけがえのない
車です。最高!!ビアンテ。
金太郎 登田 栄治 様

尾道郷心会

福山郷心会
普段は家内が買い物、保育園の送り迎えに
使っていますが、以前の大きな車に比べ乗
り降りしやすく、使いやすいと言っていま
す。この車で子供と一緒にキャンプに行く
のを楽しみにしています。
ＪＦＥスチール（株）西日本 塚崎 正文 様

我が家は、家族が多いので、室内が広いの
は助かります。また、運転がしやすいので、
妻も喜んでいます。子供たちは、リビング
モードやフルフラットモードなどシートア
レンジを楽しんでいます。
(有)ＩＫＩｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
永井 敬 様

安芸郷心会

東広島郷心会
これまで他メーカーの車に乗っていました
が、ビアンテの斬新なデザインに魅了され
発売早々購入しました。早速九州にドライ
ブに行ってきましたが、室内が広く、音が
静かで妻も子供も大喜びでした。
サヤシ工業（株）広島工場 森林 啓太 様

庄原郷心会

呉郷心会

広島郷心会
室内空間の広さと開放感が、この車の何よ
りの魅力です。子供たちが 3 列目に座りた
がるのもこの車の「魔力」でしょうか。走
行中の車内は静かで、8 人乗車で出かけたと
きも会話がはずみました。
三機工業(株)中国支店
中村 学司 様

発表前のティザー期に、新型ビアンテをプ
レマシーの代替として予約しました。妻が
私の外出時の送迎や買い物にと幅広く使用
しています。特に、安心して運転できる取
り回しの良さには満足しています。
旭・スチール工業(株) 山本 富造 様

「たけはら商工まつり」で RX-8 水素自動車 展示
９／２７ (土)竹原商工会議所５５周年イベントとして、「たけはら商工
まつり」が開催された。（テーマ「安心・安全、環境」）１０時からメイ
ン会場での実行委員長 宮原三郎様(竹原郷心会役員)の挨拶で開始。出展
は安心/安全・グルメブース、地産地肖・商業ブース、環境・展示ブース
など４０以上の団体が出展。マツダ（株）からは北海道・洞爺湖サミット
RX８水素自動車
に展示された「RX- 8 水素 RE 車」を展
示。子供・若者から女性・年配の方まで
ＲＸ－８水素自動車
非常に人気があり、説明員の内田浩康さ
ん(マツダ㈱技術研究所)と一緒に写ってほしいとの母娘も現れた。最後は竹原商
工会議所副会頭 木村眞紀子様(竹原郷心会 会長)の挨拶で、楽しい 1 日の幕を閉
じた。なお、当日は、予想をはるかに超える約１万人の方々が来場された。
会場風景 会場風景

素材を通じて、情報・環境・エネルギー・医療を支える
ソリューションを提供する企業グループへ「戸田工業株式会社」 大竹郷心会
●会社紹介
私たち戸田工業は、最先端で高品質な酸化鉄を創造する世界のトップブランドです。酸化鉄を主軸に据えて多
くの無機材料の特性を熟知し、湿式合成をはじめとした独自のナノスケール合成技術で世界の先端企業が求める
素材、パーツを提供してきました。
今、私たちはデジタル化の進展とグローバル化のメガトレンドに対応し、これまでの枠を超えた新しい戸田工
業グループの創造に挑戦しています。即ち、「素材を通じて、情報・環境・エネルギー・医療を支えるソリュー
ションを提供できる企業」への挑戦です。酸化鉄から無機材料全般へ領域を広げるとともに、素材に限らずデバ
イス分野においても顧客の課題へのソリューションをトータルに提供できる企業として成長・発展して行くこと
が可能となるよう、技術・製品・事業開発を積極的に推進しています。
●製品紹介
１)トナー用印刷記録材料

２)デジタル磁気記録材料

IT 社会を美しく、鮮やかに実現するカラープリ

IT 社会の中核に位置する多量のデータ、これを

ンター用キャリア及びトナー材料

蓄積するデジタルテープ用磁気記録材料

酸化鉄の粒子を球状にし流動性を高める

【用途】

ことでさらに、美しく、鮮やかさを実現する

●コンピュータデジタル記録テープ
●放送局 VTR テープ

次世代カラープリンター用のキャリアも開
発しました。

デジタル磁気記録テープ

３)リチウムイオン電池用材料

４)電子デバイス用材料

モバイルな IT 社会を支えるリチウムイオン電池

電子機器の電磁対策やモータ用磁石で活躍する

用正極材料

フェライト材料、応用部品

【用途】
●パソコン、携帯電話等の小型モバイル機器用電池

IC タグ

●ハイブリッド自動車、産業用電池

希土類ハイブリッド磁石

５)環境機能材料

６)ピグメント/着色用材料

地球環境を保護するための環境機能材料、ダイ

樹脂、塗料、建築物を豊かに彩る新しいカタチの

オキシン発生抑制材、土壌・地下水浄化

着色顔料
＜ＣＳファルト施工例＞
ＣＳファルト：顔料がミックスされた

TIC：ダイオキシンの発生を元から抑え
ることができる気流搬送式酸化鉄系燃
焼触媒

ペレット状バインダーですので、顔
料投入時の発塵がな く、 現場作
業者の方にクリーンな作業環境を
ご提供します。

郷心会トピックス
[尾道] 「第３７回おのみち福祉まつり」協賛

[三次] さよなら広島市民球場！プロ野球観戦会

10／18 (土) 19 (日)、恒例の第３７回おのみち福祉まつり
が、「ささえあい 笑顔広がる 街づくり」をテーマとして、
尾道市総合福祉センターで開催された。尾道郷心会では AZ
ワゴン i を展示しマツダの福祉車両の存在をアピールした。会
場ではスタンプラリーが行
われ、子供たちの元気な姿
に尾道の街の元気さを肌で
感じる思いがした。両日と
も好天に恵まれ、映画に人
形劇、芸能祭等アトラクシ
ョンも盛り沢山で、約２０
００人の人出でにぎわった。

広島市民球場最後の公式戦、また 3 位死守を賭けた試合｢広
島対ヤクルト｣の観戦会は案内早々に募集枠を超え、全ての皆
様には応じ切れない人気となった。9／28 (日)、観客席が真
っ赤に染まり熱気渦巻く中での試合は、栗原選手などの活躍
で先行、後半に追い上げら
れるも、三次出身の永川投
手が締めて勝利し、有終の
美を飾った。試合後、歴代
のペナント披露などセレモニー
もあり、参加 39 名の皆様
は大満足された。51 年間
の夢と感動をありがとう！

[広島] “銀河”船上でテーブルマナー研修会

[因島] 庄原「ワイエヌエス」「帝釈峡」見学

9／27 (土)瀬戸内海汽船のクルーズシップ「銀河」でテー
ブルマナー研修会を開催しました。初めての試みとなる船上
での研修会でしたが、土曜日にもかかわらず、４９社から９８
名の参加を得て盛況でした。講師は｢銀河」総支配人の島尾哲
也氏にお願いし、テ－ブル
マナーの基本を学びました。
船窓から眺める広島市内の
夜景、ライトアップされた
厳島神社の大鳥居や海田湾
のベイブリッジなど美しい
光景に見とれながら、フラ
ンス料理を味わいました。

9/23（火･祝）大出会長ほか３９名で庄原郷心会の会員様で
自動車用のメータ－セットを生産されている㈱ワイエヌエス
の庄原工場を見学して来ました。自動車の一部品が、多くの
工程で生産されているのを目のあたりにされた方々から、自
動車の価格が高いとは感じ
られなくなったとの声も聞
かれました。昼食も庄原郷
心会会員様の「休暇村 帝
釈峡」を利用させていただ
きました。昼食後は初めて
の体験ですと栗拾いを楽し
まれた方もおられました。

[三原] 「奥田元宋・小由女美術館」見学

[福山] 夏休みファミリー見学会

9/20（土）参加35名にて実施。ヨーロッパ陶磁器の特別展示
が行われており、好事家には嬉しい催しでした。奥田元宗の
若い頃から壮熟年に至る作風の変遷が分かり易く展示されて
おり、初めての人にもリピーターの人にも楽しめる構成となっ
ていました。三次ワイナリ
ーでは各種ワインの試飲や
醸造行程などを見学。帰途
には、世羅名産の果物など
のお土産が買える「ビルネラ
ーデン」に寄り、果物などお
土産のダメ押しにいそしむ
楽しい１日を過ごしました。

[広島・安芸] 「来て見て乗ってみん祭 2008」 協賛
8/31（日）広島県立産業会館で「来て見て乗ってみん祭 20
08」（東友会主催）が開催され、広島郷心会からは来場記念品
を寄贈、安芸郷心会からは、あき商店、タカキベーカリー、安
芸府中太鼓かっぽ連ひびき会が昨年に続いて参加。このイベン
トは毎年８月最終日曜日に開
催され、今年が７回目。会場
には新型ビアンテをはじめ１６
台のマツダ車が展示され、ビ
アンテを中心とした試乗会
も実施された。かっぽ連ひ
びき会は、太鼓演奏を披露。
来場者は約３,２００人。

8/23（土）、お子様４０名を含む８１名の参加を得て、恒例の
「夏休みファミリー見学会」を開催。広島市の森林公園と交通
科学館を見学した。森林公園では雨上がりの緑を満喫し、こん
ちゅう館では様々な蝶の飛び交う姿に感動した。交通科学館で
は、「まぼろしのスーパーカー
展」が開催中で、３０年の
眠りから目覚めたマツダＲ
Ｘ５００をはじめ、伝説の
名車に目を奪われた。ご家
族で参加された皆様にとっ
ては、夏休み後半の素敵な
想い出の１日となった。

[大竹] 「マツダ防府工場」見学
10/6（月）、山口県防府市のマツダ防府工場を見学して参り
ました。２０社から参加頂いた２８名の会員の皆様は、事故を発
生させない社員一丸となった安全への取組み対策と、無駄の無
い部品・時間・コスト管理製造に携わる人々が安全で積極的に
取り組める最新鋭の製造ラ
インづくりに感動しておら
れました。今回の見学は自
社の経営改善と製造工程の
改善に大いに役立つとの事
でした。午後からは、大内
氏の全盛期の文化を伝える
瑠璃光寺を見学しました。

新商品紹介
【三次】
「Wak－Navi 肥満関連遺伝子検査キット」新発売

湧永製薬

湧永製薬(株)は、－DNA から考えるダイエット－「Wak－Navi 肥満関連遺伝子
検査キット」を発売しました。検査方法は手軽で、綿棒でほほの内側の粘膜細胞を
採取して送るだけです。当社にて、日本人の肥満に大きく関わるとされている３種
類の遺伝子（β3－AR、UCP1、β2－AR）を調べ、約２週間後に遺伝子型にあった
食事や運動のアドバイスをお届けいたします。 ホームページ http://www.wak-navi.jp/
希望小売価格：８,０００円（通信販売では、別途、送料・手数料 1,500 円必要）
お問合せ：湧永製薬㈱ お客様フリーコール 0120-39-0971

【庄原】「カープ I C C H（イッチ）まん」

大國堂

カープ球団が優勝を目指して、全ての選手、監督、コーチ、ファンが一致団結し
たら素晴らしいプレイ、ゲーム、雰囲気が生まれ、多くの人に感動と希望を与える
ことになるとの思いで、「Ｉ Ｉｏｖｅ Ｃａｒｐ！Ｃａｒｐ Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ！」の頭文
字「ＩＣＣＨ」と饅頭の「まん」をくっ付けて「カープイッチまん」と命名しました。
食材はさつまいもを使って焼き上げ、キャラメル風味に仕上げました。また、形は
まだ見ぬ新球場をイメージしました。 ホームページ：http://www.daikokudo.com
価格（税込） 6 個入り（550 円）
お問合せ：㈲大國堂 庄原市西城町西城 103
ＴＥＬ 0824-82-2616

出展会員募集
「東京広島県人会総会」試食コーナー
１．開 催 日：平成２１年１月２９日(木)
２．開催場所：東京ドームホテル（天空の間）
３．募 集 数：約 1０会員
４．お問合せ：郷心会連合会

Tel. (082) 227-2710

クイズコーナー
次の７つの質問にお答えください。答の番号の合計とその番号の背番号の広島カー
プの選手をフルネームでお答えください。（解答例／合計５５ 嶋 重宣）
◆原爆ドームは戦前、多くの人が訪れる建物でした。何だった？
①物産品展示場

②銀行 ③映画館 ④デパート

◆平和記念公園は、被爆前も多くの人が集まる場所でした。以前は何があった？
①市役所などが並ぶｵﾌｨｽ街 ②飲食店などが並ぶ繁華街 ③ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ④公園
◆平和記念公園にある「平和の灯」は地上からある物がなくなる日まで燃やし続け
ようと、1964 年に点火されました。何がなくなるまで？
①戦争 ②銃 ③暴力 ④核兵器
◆広島カープがリーグ優勝した年で正しいものを答えなさい。
①1985

②1988 ③1991 ④1992

◆2004 年首位打者の広島のバッターといえば？

おわかりの方は、12 月
４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 頁、
Fax.082-227-1063）へ
答えをお寄せくださ
い。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。

①緒方孝一 ②新井貴浩 ③嶋重宣 ④前田智徳
◆広島県でない島はどれ？
①江田島 ②高根島 ③伯方島

④生口島

◆広島港から船がでてないのは？
①宮島 ②阿多田島 ③江田島

④似島

前回の答：
「サーファー」 正解者４４名。２０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います。ご覧ください。

