販売台数 シェア
写真 1-1

発 行 郷心会連合会
発行人 織 田 珖 治
発行月 2 0 0 ８ 年 ３ 月

２００８－１
Vol.６８
(新年号) 広島商工会議所ビル内)
郷心会連合会 (〒730-0011 広島市中区基町 5-44ＶＯＬ６７

郷心会だより
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合同講演会・会員交流会
2/20（水）福山ニューキャッスルホテルで、スポーツジャーナリストの増田明美さ
んを迎え、「自分という人生の長距離ランナー」と題して、第９回合同講演会を開催し
た。講演は、2/１７開催の「東京マラソン 2008」の一般参加で日本人トップの２位と
なった藤原新選手のエピソードでスタート。五輪女子マラソン日本代表として参加した
1984 年ロサンゼルス大会から、現役を引退し、スポーツジャーナリスト特に女子マラ
ソンの解説者として活躍している現在にいたるまでの歩みを披露した。
北京五輪日本代表３名については、土佐礼子、野口みずきに続く有力候補として、３
月の名古屋国際女子マラソンに出場する髙橋尚子、中村友梨香、大崎千聖、弘山晴美、
坂本直子を挙げて最新の状況を解説した。さらに、後輩に当たる髙橋尚子、
野口みずき、土佐礼子の３名のプロフィールを、自身の現役時代の経験と選
手個人への綿密な取材に基づいたきめの細かい内容で語りかけ、マラソンの
すばらしさを参加者にアピールした。
講演会の後、会員交流会を開催。藤井福山郷心会会長の挨拶、山本マツダ
執行役員の乾杯、地元福山郷心会会員の名産品が当たる「お楽しみ抽選会」
と続き、会員同士の懇親を深める交流の場となった。福島郷心会連合会副会
長（三原郷心会会長）の中締めの挨拶でおひらきとなった。

織田会長

藤井会長

山本執行役員

福島副会長

増田 明美さん

講演会 風景
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マツダ「新型アテンザ」を発表
1/29（火）マツダ(株)は、「新型アテンザ」を発表した。２００２年５月の初代発売から約
6 年ぶりのフルモデルチェンジ。マツダの車づくりである「Zoom-Zoom のさらなる進化」
をテーマに開発され、スポーティな外観を継承しながら一回り大きくして重厚さを強調し、
新開発の２,５００ｃｃエンジンを搭載して走行性能を高めた。また、安全面では、左右の車
線を走る後方車が約 50 メートルまで接近すると、レーダーが検知、車線変更すると衝突の
恐れがある場合は警告音などでドライバーに知らせるという国内初の「リアビークルモニタリ
ングシステム」をオプション装備している。
挨拶される山内副社長
広島県内では、グランド
プリンスホテル広島（Ⅱ部６
２０名、Ⅲ部６１５名）とウ
ェルサンピア福山（108 名）
の２会場で発表会を開催。
官公庁、マツダ㈱のお取先
をはじめ、郷心会会員企業
も多数来場され、両会場と
も盛会だった。
福山 発表会会場
広島 発表会会場

東京「広島県人会」総会開催 ～6 郷心会１４会員から商品を提供～
１／２３（水）恒例の東京「広島県人会」総会が、グランドプリンス
ホテル赤坂で開催されました。会場には、故郷広島を離れ首都圏を
中心に活躍されている 1,１00 人を越す県人会の方々が来場され
大賑わいでした。会場前方には、新型デミオが展示され、参加者
の注目を集めていました。
我らが郷心会からは 6 郷心会 1４社の会員様から、饅頭・お菓
子、海産物など故郷を代表する広島県名産品を出品頂きました。
総会終了とともに、郷心会のコーナーには多くの方が殺到され、
盛り皿に飾った商品は、またたく間に品切れとなるなど、大好評。会員様
来場者の中には毎年、この郷心会コーナーで提供される名産品を
出展の会員商品試食コーナー

楽しみにされておられる方が多くおられ、大変喜ばれました。
また、ゲストとして来場された広島
東洋カープのブラウン監督と広島サン
フレッチェの本谷裕一新社長が、今年
の躍進を来場の皆さんに力強く宣言さ
れ、盛大な拍手を受けられました。

新型デミオ

林 新会長挨拶

無線操縦模型ヘリコプターの「ヒロボー」

本谷ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ社長

府中郷心会

●会社紹介
ヒロボーは、１９４９年この地方唯一の紡績会社として設立。
その後、業種転換して１９７３年に無線操縦模型分野の開発に成
功、無線操縦模型事業をスタートさせました。
現在ではホビー用無線操縦模型で国内シェアの６０％、世界で
は４０％の実績を誇り、世界各国でご愛用いただいております。
その他に産業用無人ヘリコプターや工業・食品用プラスチック成
形品の製造も行っています。
２００６年５月府中市に工場見学型のヘリコプター専用工場で

ヒロボーライブファクトリー

ある「ヒロボーライブファクトリー」がオープン。工場内では産業用無人ヘリや模型ヘリの組立ラインが見学で
き、ギャラリースペースでは数多くの模型飛行機等が展示、また屋外には実機ヘリが離着陸可能なヘリポートも
あります。隣接するレストランでは「フランス料理」を味わうこともできます。
団体のお客様大歓迎です。みなさまのご来場をお待ちしております。
●製品紹介
ホビー用では実際のヘリコプターの美しさをそのままスケールダウンした
スケール機のほか、アクロバット飛行などが楽しめる競技用のスポーツヘリ
があります。
初心者の方におすすめは室内用無線操縦模型ヘリコプター「X.R.B 」シリ
ーズ。屋内外両方のフライトが可能という非常に画期的で操作性に優れた機
体「S.R.B Quark」を発売いたしました。
産業用無人ヘリコプターでは農
地での薬剤散布を行う「RMAX」
の製造のほか、送電線等の高所点
検作業や有人機が立ち入れない危
険区域や災害現場での調査、監監
を行う自立航行型無人ヘリコプタ
S.R.B Quark

ーの開発を進めております。

スカイボーイギャラリー

「呉郷心会 平成 20 年賀詞交換会」 開催
１／１７（木）クレイトンベイホテルで「平成２０年新年賀詞交歓会」を開催し
ました。来賓として小村呉市長、嘉本呉地域事務所長、芝呉市議会副議長を迎え、

山本呉郷心会会長

またマツダ㈱から、丸本常務執行役員、藤原特別顧問にご出席いただき、97 会員
121 名、販社スタッフ 18 名等の計 144 名出席のもと盛大に開催しました。
山本呉郷心会会長は「本年 9 月に開設 30 周年を迎えるにあたり会員が一丸と
なり盛り上げていこう」と挨拶。来賓の小村呉市長、嘉本呉事務所長は祝辞とと

山本会長挨拶

乾杯！

もに「郷心会活動の充実拡大が、地域活性化へ繋がることを期待したい」と挨拶。
マツダ㈱丸本常務執行役員より挨拶とマツダの現状をご報告いただいた後、藤原
特別顧問の乾杯の音頭で交歓会が始まりました。各テーブルは、和やかな懇談の
場となり、新年にふさわしい雰囲気に包まれました。また恒例の豪華賞品が当た
る「お楽しみ抽選会」は大へん盛り上がり、皆さまから大好評でした。

[大竹] 「おおたけカキ水産まつり」協賛

[府中] 「福祉交流会」

1/27（日）おおたけカキ水産祭りが開催されました。天候
に恵まれ約 30.000 人の人出で大賑わいでした。当日は、カ
キ焼きの実演や、様々なアトラクションが催されました。特
に昨年に引き続き来場された広島カープのブラウン監督は大
人気でした。出展された大
竹郷心会会員様の店頭も、
年に一度のビッグイベントと
あって多くのお客様で大繁
盛。会場に花を添えたデミ
オの周りには人垣が出来、
洗練されたデザインが大変
好評でした。

12/17（月）Ｈ１９年度福祉交流会を参加者４０名（身障者
２２名、介護者１８名）にて実施した。今回は、愛媛県今治市
にある日本食研㈱工場＆食文化博物館とタオル美術館ＡＳＡ
ＫＵＲＡを見学した。「日本食研」のＴＶコマーシャル以上の
ベルベデーレ宮殿を模した
工場の美しさとバロック美
術のコレクションに感動し
た。また、タオル美術館で
は、タオル素材とは想像が
出来ない正確さと非常に精
微な「織りの技術」に感嘆
した。

[尾道] 「ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾌｪｱ in 向島ドック 2007」職域展示

[福山] テーブルマナー研修会

12/10（月）、向島ドック㈱において機械器具・工具等の
出展業者３０社が参加して２年に１回開催される「プライベー
トフェア」で、マツダ車展示会を開催。晴天に恵まれ「新型
デミオ」２台と「ロードスター」を展示し、約１００名の社員
の皆さんにマツダ車を観てい
ただいた。船の修繕に携わ
る皆さんは、エンジンルー
ムや車体下部の溶接部の確
認などにも関心が強く、熱
心に観ていただいた。（出展
協力： アンフィニ広島東尾道店）

1/16（水）みやび（福山労働会館）にて、福山郷心会会長
の藤井様ご夫妻をはじめ、５０社１０８名参加のもと、テーブ
ルマナー講習会を開催した。会場は８割以上が女性で非常に
華やいだ雰囲気の中、フランス料理のフルコースを楽しんだ。
講師の柚木功先生からは、
万国共通のマナーの基本や
日本独特のマナーについて、
またマナーも時代と共に変
化していることを教わり、
おいしい料理やワインで有
意義なひとときを過ごした。

東京「広島ゆめてらす」広島特産品展
１１/22（木）～２８（水）の１週間、恒例の郷心会連合会主催、広島物産展を、東京新
宿駅南口の広島県のアンテナショップ「広島ゆめてらす」で開催しました。
今回は、８郷心会から１８会員と１商工会から、選りすぐりの商品を出品していただき
ました。お客様の中には「広島ゆめてらす」のホームページをご覧になって毎回楽しみに
来られる方もいらっしゃる程です。開催日が３日連休を挟んだ好日程だったこともあり、
海産物やお菓子、椎茸等はほとんどの商品で「売り切れ・完売！！」続出の大盛況でした。
お客様が好んで購入される商品は５００円以内の手軽に持ち帰れる商品や、広島県内の
各地故郷を感じさせる商品で、お一人で２～３個買われていく方がほとんどでした。
また、出張等で広島を訪れた方や広島の帰省先から東京に帰ってきた学生さんなど多く
の方々が、「広島ゆめてらす」を訪問して、広島のお土産としてお気に入りの品々を買い
求めて行かれました。

新商品紹介
【広島】 ふりかけ「旅行の友」復刻版

田中食品

昨今、食の安全・安心を脅かす事案が頻発する中で、食品を扱う一企業として、
これらの出来事を真摯に受け止め、当社の創業理念である『子を思う親心が生んだ、
愛情に満ちあふれた食品作り』の原点に立ち返り、大正の初期より作り続けており
ます弊社の代表的商品であるふりかけ『旅行の友』復刻版（筒型缶容器 20ｇ入り）
を新たに発売させていただくことにいたしました。
当時の“御飯にかけて ステキにうまい”のキャッチフレーズも、安心して食し
て頂きたいという思いであり、食の安全・安心につきまして今一度、弊社商品を通
じまして皆様にお届け致したいと考えております。
価格：５００円（税別） 発売開始：平成 20 年 3 月予定
お問合せ：田中食品(株) TEL 082-232-1331 FAX 082-231-7521
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tanaka-foods.co.jp

【因島】 八朔のお菓子達

博愛堂

八朔発祥の地、因島の㈲博愛堂は八朔の美味しさを存分に味わえるパウンドケ－
キ・ダックワ－ズ・ガレット・ワインケ－キ・スティックケ－キをセットにした新商
品「八朔のお菓子達」を発売いたしました。
村上水軍兵食の菓子化に専念し独自の風味を作りあげ、白餡にみつ漬けクルミ、
黒餡に焼クルミが入っている伝統の八幡焼（ばはんやき）もご賞味ください。
価格：(八朔のお菓子達)１箱７個入り １,０５０円（税込み）
お問合せ：(有)博愛堂 尾道市因島土生町２０８５－１０
TEL 0845－22－5421 FAX 0845－22－5436

【竹原】トイレのゆずちゃん（環境良品・特許品）

社会福祉法人 倫(りん)

（独）産業技術総合研究所と（株）コーポレーションパールスター(東広島市安芸津
町)で共同開発されました。私たち障害者福祉サービス事業所で作り、自ら販売して
います。小売希望価格 1,365 円／1 個。（効果は６～８週間）
≪特 徴≫①水流による洗浄で簡単なトイレ掃除を実現 ②落ちなかった汚れが簡単
におちます ③微生物に全く影響を与えないので浄化槽でも使用できます ④パイ
プの詰まりの防止 ⑤防臭効果 ほか
お問合せ：社会福祉法人「倫(りん)」（東広島市黒瀬町）
TEL 0823-83-1046 FAX 0823-81-0113
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http//www6.ocn.ne.jp/～arinko/
E ﾒｰﾙ
rin-arinko@muse.ocn.ne.jp

＾

クイズコーナー
１から１２までのカードを図のように並べて、タテ、ヨコどこも
和が「２２」になるようにします。右したの「？」のところに来る
数字は何でしょうか？
（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、４月５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。
前回の答：「単刀直入」 正解者３２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。

