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郷心会連合会会長会議
5/31(火) リーガロイヤルホテル広島において、広島県・
商工会議所連合会・商工会連合会などのご来賓ご臨席のもと、
第 29 回郷心会連合会会長会議を開催した。会議では、(1) 平
成 16 年度事業報告および収支決算報告、
(2) 平成 17 年度事業計画および収支予
算(案)が審議され、いずれも原案通り承
認・決定された。平成 17 年度の活動指
標として、会員数 4,300 会員、マツダ
車お買上げ台数 7,850 台、イベント参
加率 50%、お役立ち活動実施率 50%が

金井会長 挨拶

会長会議 風景

確認された。
また、河野広島県出納長から「元気な広島県づく
り」の取組みを聞き、井巻マツダ(株)社長からは、
マツダの現状と今後の取組み方針を聞き、マツダの
原点にある広島の皆様の支援を依頼された。
懇親会では、宇田広島県商工会議所連合会会頭の
乾杯の音頭で始まり、楽しい交流の場となった。

河野広島県出納長
挨拶

井巻マツダ社長
挨拶

宇田会頭 挨拶

新会長紹介

【福山】
倉橋 新会長

【府中】
北川 新会長

【因島】
二神 新会長

福山郷心会では、商工会議所役員改選に伴い、4 年間にわたり会長としてご尽力いただいた菅
田秦介氏(ホーコス(株)代表取締役社長)が勇退され、後任として、今まで福山郷心会副会長をし
ていただいていた倉橋吉敬氏(福山商工会議所副会頭の(株)クラハシ代表取締役社長)が就任され
た。「県東部の県内製品愛用運動を一層進めると共に、より魅力ある郷心会の活動を通じて、会
員の皆様のお役に立ちたい。」と抱負を述べられた。

府中郷心会では、商工会議所役員改選および 6 月に開催された郷心会総会をもって、発足以
来約 12 年間の長きに亘り会長としてご尽力いただいた松坂敬太郎氏(ヒロボー(株)代表取締役
社長)が勇退されました。後任の新会長には、北川祐治氏((株)北川鉄工所代表取締役社長)が就任
されました。北川新会長は、就任にあたり「これまで以上に県内製品愛用運動を進めると共に、
より多くの会員様に行事参加していただき、また喜んでいただけるよう活動を積極的に進めてい
きたい。」と抱負を述べられた。
因島郷心会では、発足以来 12 年にわたり会長としてご尽力いただいた村上祐司氏(因島商工
会議所会頭、因の島ガス(株)代表取締役社長)の退任に伴い、新会長に二神 勇氏(因島商工会議
所副会頭で(有)二神愛国堂代表取締役会長)が就任されました。二神新会長は、「県内製品愛用運
動を推進していくことで、郷土・地場産業の振興に貢献することはもちろん、より多くの会員様
に喜んでいただける活動を推進していきたい。
」と抱負を述べられた。

各郷心会で役員会・総会を開催
平成 17 年度がスタートし、5/16(月) の【因島】を皮切りに
6/29(水) の【庄原】までの間で、各郷心会で役員会が開催されま
した。 通常総会は、6/6(月) の【竹原】から下表のように各地で

写真 2-1
【東広島】

開催され、平成 16 年度の活動実績と平成 17 年度の事業計画の承
認がなされています。より活発な活動を目指して推進してまいりま
すので、よろしくご協力お願いします。
各郷心会 総会日程表
【福山】
【府中】
【庄原】
【三次】
【尾道】
【因島】
【三原】

6月28日(火)
6月22日(水)
6月29日(水)
7月11日(月)
7月 5日(火)
6月30日(木)
7月 7日(木)

【竹原】
【東広島】
【呉】
【安芸】
【広島】
【大竹】

6月 6日(月)
6月16日(木)
6月15日(水)
7月 1日(金)
7月12日(火)
7月 8日(金)

「2005 ひろしまﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」で会員商品を即売
5/3( 火 ) ～ 5( 木 ) 平 和 大 通 り を 中 心 に
2005 ひろしまフラワーフェスティバルが開
催された。今年のテーマは「つなげよう
の温もり

人

平和の輪」。3 日とも好天に恵ま

れ、昨年より 34 万人多い 162 万人の人が
集まった。郷心会も、マツダコーナーの一角
をお借りし、9 社の会員に参加いただき、ビ
ール・ジュースや食べ物などの販売で祭りを
盛上げた。大通りでの力強い YOSAKOI パレ
ードやコスモステージでの華やかなショー・
びんごゲームなどで、集まった人たちは祭り
に酔いしれていた。

産業と自然環境が調和する大竹
昨今、日本経済の低迷と産業構造の転換で事業縮小と企業撤退が続
く中、大竹では、新工場の増設や新技術の開発が続いている。工場の
増設では、大竹工業団地(東栄町沖合い埋立地)に国内に 7 つの工場を
持つダイセル化学工業が投資見込み額 380 億円の新工場を増設する
ことになった。これは、大竹が瀬戸内海に面した旧海軍用地を積極的
に工業用地として戦後整備した立地条件と市の工業用水道の確保や
県による生産設備の早期建設に対し初期投資への助成制度の拡大を
アピールしたのも要因の一つである。
また、自然(特に海)が実に綺麗になった。これは、立地する各企
業の自然環境への取組みがもたらした成果であり、石油化学工業と
製紙業の新展開と自然環境の調和である。

一時期の公害が
嘘のようと語る
釣り人

郷心会トピックス
【因島】個人情報保護法セミナー

【広島】大塚製薬(株)徳島板野工場と鳴門の渦潮見学

4/27(水) 因島商工会議所にて
個人情報保護法ｾﾐﾅｰを 25 名の
参加で開催。講師は庄原郷心
会会員の中国ﾃｸﾉﾌｧｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
(株)馬上社長。4 月に施行され
たことでもあり、ｾﾐﾅｰ後の個
別相談では予定時間をｵｰﾊﾞｰ
するほどの反響でした。

【大竹】チャリティゴルフコンペ

5/26(木) 総勢 44 名で見学し
た。大塚製薬(株)徳島板野工場
では、最新鋭の医薬品固形製
剤ラインを見学し、参加者一
同感銘を受けた。鳴門では、
大鳴門橋に設置された渦の道
を歩きながら渦潮を見た。海
抜 45m から見下ろす渦潮は迫
力満点であった。

【尾道】ゴルフ教室

5/14(土) 晴天の美和ｶﾝﾄﾘｰｸﾗ
ﾌﾞにてﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟを開催
した。絶好のｺｰｽｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝの
中、参加いただいた 31 名の会
員様は日頃の鍛錬?を発揮さ
れました。なお、ﾁｬﾘﾃｨ基金と
して大竹市社会福祉協議会に
23,000 円を贈りました。

5/21(土)&5/28(土) の 2 日間、
第 10 回のｺﾞﾙﾌ教室を実施。講
師は今回も皆様から好評のｽ
ﾍﾟｼｬﾘｽﾄﾊﾞﾝｸ登録の岩田氏に
お願い。2 日間で延べ 20 名が
参加。ﾋﾞﾃﾞｵに撮ったﾌｫｰﾑを見
ながらの指導には参加者全員
が納得。皆さん自分の欠点が
良くわかったと好評でした。

【安芸】
【東広島】【福山】
【府中】
【竹原】カープ観戦
5/20(金)～22(日) 広島市民球場で、今年から初めてのセ・パ交流試合の広
島ｶｰﾌﾟと今年新設の楽天ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｰｸﾞﾙｽのｹﾞｰﾑが行われた。郷心会も、
5/21(土) に、
【安芸】
【東広島】
【福山】
【府中】が総勢 267 名で、5/22(日)
には【竹原】が 41 名で応援にかけつけた。5/21 には、ｹﾐｽﾄﾘｰの堂珍さん
(広島出身)の始球式で始まり、ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾄﾞｯｸﾞのﾐｯｷｰくんも登場し、22,500
人の観衆を喜ばせた。試合結果は、ｶｰﾌﾟの 3 連勝とｶｰﾌﾟﾌｧﾝ大満足。【安
芸】の会員(有)ビルドカワカミの家族の方が、ｱｽﾄﾗﾋﾞｼﾞｮﾝで指名され、満
塁ﾎｰﾑﾗﾝを打ったﾋｰﾛｰの新井選手との記念写真をｹﾞｯﾄした。

【庄原】お花見茶会研修会

【福山】
「ばら祭」協賛
第 1 回お花見茶会研修会を
5/19(木) にｳｲﾝｽﾞｺｰﾄﾎﾃﾙ(神石
高原町)で開催した。20 名の内
18 名は元気な女性の参加でし
た。1 万坪の日本庭園にある茶
室で、裏千家流の「席入りか
ら薄茶のお点前、一服まで」
を体験。暫し日本の伝統美に
触れた一時でした。
。

【竹原】竹原火力発電所一日開放デー
5/22(日) 毎年恒例の開放ﾃﾞｰ
は、巨大な発電機・ﾎﾞｲﾗｰ・付
属水族館などの見学、花市、
お祭り屋台、餅つき、仮面ﾗｲﾀﾞ
ｰｼｮｳ、子供用各種ｹﾞｰﾑなど発
電所が遊園地に変身。肌寒い
小雨にも拘らず過去最高ﾚﾍﾞﾙ
の 3,900 人余で賑わい、当会
もマツダ車 4 台を展示した。

福山市最大のｲﾍﾞﾝﾄ「福山ばら
祭」は、5/14(土)15(日)に開催
された。晴天に恵まれて過去
最多の 81 万人の観客が来場。
ﾌｨﾅｰﾚを飾るﾛｰｽﾞﾊﾟﾚｰﾄﾞでは、
2 台の RX-8 ｵｰﾌﾟﾝｶｰが先導役
を務めた。市長・市議会議長
が乗車して沿道の観客に手を
振り、白い車体はﾊﾟﾚｰﾄﾞに花
を添えた。

【呉】「みなとまつり」協賛
五月晴れの 4/29(金) みなとま
つりが開催された。海上自衛
隊のﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝﾄﾞを先頭に RX-8
のｵｰﾌﾟﾝｶｰに呉観光大使の 3 人
が乗車。その後に花車・山車・
よさこい踊りの一団等約 2500
名の大ﾊﾟﾚｰﾄﾞが続いた。合併
した町村も含め約 25 万人と過
去最高の人出の中、マツダ車
展示ｺｰﾅｰでマツダ車を PR。

新商品紹介
【安芸】ピュアスター水生成装置

(株)トーワテクノ
食の安全を守る視点で、微酸性電解次亜鉛素酸水生成装置として脚光を浴びてい
る OEM 製品です。人・物(機材)・食材・環境にやさしく、安全に殺菌でき、かつ生
成効率が高い装置です。食品・医療・介護等の分野で利用されています。
発売元： 森永乳業(株) 機能素材事業部
総代理店：森永エンジニアリング(株) 機能水事業部
製造元： (株)トーワテクノ 〒739-0323 広島市安芸区中野東 7-26-19
Tel. (082) 893-2111(代) http://www.towatechno.co.jp

【庄原】「牛乳」‥高野の里 牧場の乳
毛無山ラッキー牧場は、備北高野町の高度 800m の山地に位置し、200 ﾍｸﾀｰﾙにも
及ぶ自然豊かな牧場です。牛 1 頭当たり約 1 ﾍｸﾀｰﾙの広さが確保され、雪深い厳冬時
でも 1 年中のびのびと完全放牧され、またよく運動することでﾎﾙﾓﾝの分泌量が活発
になり、更に配合飼料は一切使用せず、牧草とおからなど中心の飼育で、とても健
康状態の良い乳牛が育っています。そのｽﾄﾚｽのない元気な乳牛から搾乳された牛乳
です。牧場でも販売していますので、ﾄﾞﾗｲﾌﾞを兼ねてお立ち寄りください。
連絡先：毛無山ラッキー牧場 〒727-0402 庄原市高野町新市毛無 373-1
TEL. (0824) 86-3936

郷心会の主要活動予定
2005 ひろしまフードフェスティバル
展示即売会

2005 東京モーターショー見学会・
会員交流会

1. 実施日：平成 17 年 10 月 15 日(土)～16 日(日)

1. 実施日：平成 17 年 10 月 21 日(金)～22 日(土)

2. 場

2. 場

所：広島城周辺

所：千葉・幕張メッセ 他

3. 募集数：約 100 会員

3. 募集数：9 会員

くわしくは、各郷心会事務局までお問合せください。

クイズコーナー
表が青・赤・黄・緑、裏が白の円形のカラーチップが、それぞれ 4 個
ずつあります。それを 16 のマスに、タテ・ヨコ・大枠の対角線(2 本)
上に同じ色がこないように並べ、裏返しにしました。そのうち 4 枚を
開けましたが、これを足掛かりに「?」のマスは何色か推理してくだ
さい。
(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、7 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：
「西」 正解者 20 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。

