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マツダ 新型 MPV 誕生
2/2(木) マツダの新型 MPV がわれわれの前にベールを脱いだ。6 年 8 ヶ月ぶりにフルモデルチェンジされ
た「新型 MPV」は、ミニバンのハッピーを知る人に、①これまでのミニバンとは異なる、所有することに誇り
を持てるスタイリング&クオリティ

②トップクラスのスペースと、これまでのミニバンとは一線を画した全く

新しいドライビングフィールの両立 ③歴代 MPV で培った革新のパッケージの進化

を提案。

家族のためだけでなく所有することを誇れる、存在感のあるエクステリアデザイン。開放感と上質なスポーテ
ィさが融合したインテリアデザイン。マツダ DNA
を正確に受け継ぐクラストップの高剛性ボディとブ

新型 MPV

レーキシステム。それにマイルドでフラットな乗り
心地とミニバンの常識を超える静粛性。ミニバンの
先駆者としての新たなる進化をご覧ください。
広島プリンスホテルとウェルサンピア福山で行わ
れた発表会には、約 300 名の皆様にその勇姿をご覧
いただきました。一様に、
「スタイルが良くなった。
少し大きくなり、室内もゆったりして家族団欒にちょ
うど良い大きさだ。試乗して実際のドライブフィーリ
ングを確認した
い。」など好評な
意見が多く聞か
れました。また、
来客者の送迎や
多人数での移動
など社用車とし
てのユースも検
討してはいかが
でしょうか。
発表会風景 広島会場

発表会風景 福山会場

新会長紹介

因島郷心会
昨年末、二神会長の退任に伴い、因島商工会議所副会頭である(株)因島スーパーの
大出祥三代表取締役社長が三代目会長に就任されました。
大出新会長は、就任に当たり、次のように抱負を
述べられました。
「県内製品愛用運動を推進すると共に、地域の連携
を強化し、より多くの会員の皆様に喜んでいただけ
る魅力的な活動を推進していきたい。」

大出

新会長

勇壮な水軍祭り
への協賛

東京「広島県人会総会」試食コーナー出展
1/25(水) 東京・赤坂プリンスホテルで、東京在住の広島県人
がつどい、
「広島県人会総会&新春懇親パーティー」が開催された。
岡田会長(東映相談役)の挨拶で始まり、政財界や文化・芸能・
スポーツの関係者を含め、約 1,400 名が来場。郷心会は、広島
県名産品を広く紹介するコーナーとして、9 社より 16 品目の提
供を受け、試食品を参加者に提供し、PR を行った。盛り皿に飾
った商品は、たちまち品切れとなる程の盛況ぶり。饅頭・羊羹や
海産物加工品などなつかしい故郷の味を堪能していただいたよう
だ。下の写真のようなアトラクションを楽しまれた皆さんは広島
の素晴らしさを思い起こし、酔いしれていた。

郷心会コーナー
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精米機の「サタケ」

東広島郷心会

● 会社紹介
(株)サタケは、明治 29 年、創業者佐竹利市が日本で最初に動力精米機を考案し、生産したことに始まりま
す。以来 1 世紀以上にわたり研究開発を重ね、穀類加工技術の分野では世界のトップ企業として活躍していま
す。伝統に培われた独自の技術に最先端の技術をいち早く取入れ、機械とシステムをトータルエンジニアリン
グとして幅広く提供しています。世界 140 ケ国に輸出し、お客様第一主義を徹底しています。
● 製品紹介
サタケは、「精米機」から出発し、米や小麦の加工機械の製造販売をはじめ、家庭用精米機やインスタント
ライス、業務用大型生ゴミ処理機、堆肥化施設、産業用モーターなど事業分
野は多岐に渡っています。その中でも光センサーを使って異物を選別する色
彩選別機を紹介します。
米や小麦などの穀物中には、病害虫により着色したものや小石などの異物
が混入しています。色彩選別機「ニューマジックソーター」は、高感度 CC
D センサーを使って米や小麦などの穀物中に紛れている異物を見つけて圧縮
空気を噴射して選別します。原料の表面と裏面の両方から CCD センサーで
検査しているので、着色した部分が穀物のどこにあっても高精度で選別でき
ます。最近では、色彩選別機の技術は農産物だけでなく、車のバンパーのリ
サイクルでの塗装片の選別など工業製品の選別にも使用されています。これ
からも色んな分野に広がっていくでしょう。

ニューマジックソーター

【東広島】
【福山】【安芸】他

テーブルマナー研修会

【尾道】尾道市防災センター見学会

【東広島】では、1/28(土) 60
名 (初参加 30 名) が参加し、
広島ｴｱﾎﾟｰﾄﾎﾃﾙで開催。今回は
初参加を対象に「基本マナー
取得」をめざし、洋食のフル
コースを用意して実施。一同、
スープのパイ包み・皮付き果
物などのいただき方など真剣
に耳を傾けながらも食事・歓
談を大いに楽しんだ。

【広島】第 6 回会長杯ボウリング大会

1/19(木) 最新鋭の「尾道市
防災ｾﾝﾀｰ」見学会を総勢 16 名
の参加を得て開催した。尾道
水道を望む 7 階建ての庁舎屋
上ﾍﾘﾎﾟｰﾄ・床免震通信司令室
等の見学と避難訓練、119 番通
報、降雨体験、油火災の燃焼
実験・消火訓練等の体験研修
に参加者一同、貴重な経験の
一日だった。

【因島】カルビー(株)・チチヤス(株)ほかを見学

2/5(日) 30 社 90 名参加のも
と、会長杯ボウリング大会を
広島パークレーンで開催。早
めに来て練習するチームもあ
り、競技前からムードが高ま
る。白熱したゲーム展開の中
から(株)熊平製作所クマゴロ
ーチームが初優勝!! 強豪チー
ムがひしめく中で、栄えある
郷心会会長杯を手にした。

2/16(木) 39 名参加で、郷心
会会員のカルビー(株)、チチヤ
ス(株)と中国新聞のちゅーピ
ーパークを見学。昼食は安芸
グランドホテルを利用。カル
ビー・チチヤスでは徹底した
品質管理で、食への取組み姿
勢に改めて感心。中国新聞で
は最新鋭の自動化設備と新聞
のできる流れを理解。

【大竹】大竹カキ水産祭に新型プレマシー展示

【 呉 】賀詞交歓会
1/18(水) 呉阪急ホテルにて
賀詞交歓会を開催。来賓に寺
田衆議院議員、小村呉市長他
を迎え、総勢 160 名の参加で
過去最大となった。山本会長、
来賓のご挨拶後、今後呉地区
の景気回復が期待される中、
郷心会の更なる発展を目指
し、和やかな雰囲気のうち閉
会となった。

【庄原】第 9 回広島県雪合戦大会協賛

1/29( 日 ) 晴 海 第 一 公 園 で
「大竹カキ水産祭」が開催さ
れ、殻付き焼ガキ・ハマチの
さしみを先着 3,000 名に無料
試食会。会場には近隣の市町
村より 100 店もの出店があ
り、穏やかな晴天に恵まれ約 2
万人が会場を埋め尽くした。
大竹郷心会も協賛し、新型プ
レマシーの展示を行った。

【竹原】大崎上島町すみれ祭り協賛

2/4(土)&5(日) 広島県雪合
戦大会が高野町高野スポーツ
広場で開催された。当日は小
雪の舞う中、約 3,000 人の訪
問者があり、参加 109 チーム
が熱戦を展開。今回は家族向
けのイベントも用意され、そ
りで遊ぶ子供の姿が多く賑や
かでした。庄原郷心会はパン
フレットの広告掲載で協賛。

2/4(土)&5(日) 大崎上島町
中野小学校をﾒｲﾝ会場に開催。
柑橘類等農産物の展示即売
会、太鼓演奏、歌謡ｼｮｰ等町民
あげてふるさとの祭りを楽し
んだ。東野町、大崎町、木江
町の 3 町合併により各々の産
業祭が「すみれ祭り」として
一つになった。郷心会も子供
達のお楽しみｹﾞｰﾑに協賛。

郷心会ホームページと会員企業ホームページのリンク
郷心会ホームページ (http://www.kyoshinkai.jp) では、現在、557 社
の会員ホームページとリンクさせ、郷心会ホームページより、各会員企業の
ホームページを業種別に分類し覗くことができるようにしています。 この
リンクが会員様相互の業務に活用できればと思っています。
このリンクをご希望の会員様は、各郷心会事務局へご連絡ください。

ミカフィルター 設置前

設置後

(中のもの)

【安芸】水を清浄化し活性化する「ミカフィルター」
「ミカフィルター」は、半永久的に水を清浄化し活性化する効果があります。
左の写真は、安芸郡府中町鹿篭神社にある池の「ミカフィルター」設置前と設置
後のもので、透明度が際立って良くなっています。
「ミカフィルター」により浮遊
物質や大腸菌郡数も大幅に減少していることが水質検査で確認されています。
同神社に現在設置されていますのでご覧になって下さい。3 ヶ月間無料で試用も可
能ですので池をお持ちの方、池で鯉等を飼育されている方は是非お試し下さい。
お問合せ先：レストラン コギト
安芸郡府中町大通り 1-7-9
代表 小島邦夫
TEL. (082) 284-0146

【因島】見て、食べて楽しい「菊みかん餅」
温州みかんを丸ごと 1 個、大福に入れた「菊みかん餅」がこの 1 月に新発売され
ました。外皮をむいた直径 3cm 前後の最高級「菊みかん」を白あんで薄く覆い、み
かんの実を練りこんだ餅でふっくらと包んだものです。丸ごとほおばるとみかんの
甘酸っぱさとあんの甘みが口の中で絶妙なハーモニーを奏でます。
1 個 250 円、1 日 50～60 個の限定販売。TEL&FAX (0845) 22-2755 で郵送も可能。
お問合せは、
「はっさく屋」〒722-2324 尾道市因島田熊町 4862-10
HP ｱﾄﾞﾚｽ http://0845.boo.jp/hassaku/

2006 ひろしまフラワーフェスティバルへの出展募集
1.
2.
3.
4.
5.

実 施 日：平成 18 年 5 月 3 日(水)～5 日(金)
場
所：広島平和大通り マツダ ZoomZoom 広場
募
集：6 会員企業
締 切 り：3 月 31 日(金)
お問合せ：郷心会連合会 Tel. (082) 227-2710
または、最寄の郷心会へお尋ねください。

ここに 18 枚のカードがあります。「節分」からスタートして、下 2
文字のしりとりで大きな輪を作ってください。マメマキ→マキモノ→
モノシリという調子です。最も上手につなげた場合、何枚のカードが
1 つの輪になるでしょうか ?
(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、3 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：
「樹氷」 正解者 28 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。

