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新会長紹介

尾道郷心会

尾道郷心会では、二代目会長として 6 年間にわたりご尽力いただいた 石川 悟 氏 (尾道商
工会議所副会頭 中国技術工業(株)代表取締役社長)が勇退され、新会長に 川﨑 育造 氏 (尾道
商工会議所副会頭 クニヒロ(株)代表取締役社長)が就任されました。川﨑新会長は、就任にあ
たり、「県内製品愛用運動を推進すると共に、会員の皆様に喜んでいただける魅力ある郷心会
川﨑新会長

活動を、より積極的に進めていきたい。
」と抱負を述べられた。

マツダ 新型ロードスター 誕生
マツダ(株)は、8/25(木) 「新型ロードスター」を発表しました。
初代ロードスターを発表して以来、マツダは「Fun/楽しさ」の追求を
重ね、2 シーターライトウェイトスポーツ本来のコンセプトの熟成・進
化に取組んできました。自らの伝統を継承・発展させることで、さらな
る進化を遂げた 3 代目となる「新型ロードスター」です。
コンセプトは、「歓びにあふれた躍動するデザイン・卓越したモダン
スタイリング」、開発コンセプトは、「人馬一体」とそれによって得られ
る「Lots of Fun」です。この商品コンセプトを実際のクルマで実現す

広島そごうに展示された「新型ロードスター」

新型ロードスター

るための重要な要素は、「パッケージング」です。 それには、①軽量・

コンパクトなボディ ②適度にタイトな室内空間 ③フロントエンジンとリアドライブ ④ダブルウィッシュボー
ン・サスペンション ⑤パワープラント・フレームのあわせて 5 つの要素があります。この 5 つを持ったクルマ
は、世界に類を見ないロードスターだけの特徴なのです。各郷心会では、会員の皆様に体感していただくため、
持ち回りでデモカーを用意します。ぜひその走りを味わってみてください。

講演会 「勝者の思考法」

スポーツジャーナリスト

二宮

清純

氏

広島郷心会

7/12(火) 広島プリンスホテルにおいて、広島郷心会の総会が開催さ
れた。総会に先立ち、スポーツジャーナリストの二宮清純氏の「勝者の
思考法」と題して講演会が行われた。大ホール一杯の聴衆を前に、「広
島東洋カープの 1 ファンとしてカープの目指してほしいこと。阪神の 4
番・金本とカープ 4 番・新井とのデータの比較によって OUT から遠ざ
かる秘訣。サッカーJ リーグ発足当時の川淵キャップテンの決意。出来
ない・前例がないでは前に進まない。企業にお
いても勝者となるためには、SKILL(技術)より
WILL(何をやりたいか)が大事。SKILL はそれに伴ってついてくる。ONLY1 が NO.1
になる。」などスポーツを通して「勝者となるための秘訣」を話された。経営者として
有意義な示唆に富んだ講演であった。 講師の二宮氏は、後の懇親会にも出席され、秋
葉広島市長・宇田広島商工会議所会頭・井巻マツダ社長などと親しく懇談された。
二宮 清純 氏

府中家具 世界進出を視野に
府中商工会議所は、新しい府中家具の全国展開、世界進出を目指し、
ブランド育成支援事業に着手した。「婚礼」から「寝室」へと主力商品
を切り替え、布団感覚のベッド「FUTON-STYLE」を中心とした「府
中トータルベッドルーム」を 5 年計画で売り込む。家具メーカーのほか、
機械・繊維・建材などの地場企業も加わって寝室の内装や照明、小物な
どを共同開発する。11 月の東京国際家具見本市への出展を計画してい
る。米国に今秋、視察団を派遣し、2006、07 年度には欧米での初の
展示会開催を目指す。08、09 年度は、国内外の販路開拓に力を入れる
予定。
「FUTON-STYLE」は、
「桐すのこ」
と新素材マットを組合わせたベッドで、家具組合が市内の布団会社と共同開発し
た。通気性・衛生面に優れ、5 月の新作展でも評判は上々だったという。JAPAN
ブランド育成支援事業の支援金 2500 万円を活用する。松坂敬太郎会頭は「転換
期を迎えた府中家具にとって絶好のチャンス。全面支援をしたい。府中の産業全体
の活性化につながると思う。」と話している。

東京「広島ゆめてらす」リニューアルオープン
5/29(日) 約 1 ヶ月の改修を終え、東京新宿 JR 駅南口にある広島県情報
発信センター「広島ゆめてらす」がリニューアルオープンした。2 階の元情
報センター事務所も物産の売り場となり、広島産商品の品揃いも充実し、明
るく親しみやすい雰囲気となった。カープコーナー、サンフレッチェコーナ
ーに広島酒コーナーなど。やはり売れ筋は、「もみじ饅頭」のようだ。売り
場のレジも 1 階と 2 階に設けられ、バーコードによる商品管理システムも
導入され、特設展示の商品も含め、レジ業務が改善された。
特設展示場は、それに伴い、売り場面
2 階も売り場に
積が縮小され、出展品目を絞らざるを得
ない状態となった。しかし、レジ業務が一本化され、売上管理などのわずら
わしさから開放された。出展品目については、常設展示の品物とのバッティ
ングを避け、特長のあるものが望まれる。また、通りがかりのお客さんの買
いどころは 600 円以下のもののようだ。また、今回から販売スタッフを東
京の若い女性に応援をお願いしたため、売上も伸びてきた。引続き、
11/17(木)から 1 週間、
「広島特産品展」を開催する予定です。
特設展示場は狭く

新しい車の使い方～カーシェア 24～

(株)マツダレンタカー

(株)マツダレンタカーが、2005 年 2 月から始めた会員制の無人レンタカー・サ
ービス。それが「カーシェア 24」です。 所有? リース? レンタル? これからは、
カーシェアリングもご検討下さい。 カーシェアリングの最大メリットは、ずばり
クルマの維持・管理コストが削減できることです。利用料金は、15 分 210 円から
(しかもガソリン代込み、万が一の際の補償制度も完備) ! 「カーシェア 24」は、
こんなニーズにぴったりです。・営業マンの足として・少量小型商品の配送車として
・お客様の送迎用車両として 「カーシェア 24」は、24 時間営業なので、いつで
も必要な時に必要な時間だけ、クルマをお使いいただけます。現在、広島市内の横川駅前・白島九軒町・大手町
2 丁目・三川町・鉄砲町・上幟町・宇品神田に 7 つのステーションがあります。 まずは入会手続きを !
詳しくは、カーシェアリング推進室まで。 フリーダイヤル 0120-24-5037 (平日 8:00～20:00)
ウエブサイト http://www.cs24.jp(ホームページからも入会受付け可能)
お問合せメール cs24@mazda-rentacar.co.jp

郷心会トピックス
【安芸】ガラスの里・三次ワイナリー見学会

【東広島】企業見学会
7/13(水) 会員 34 名の参加
を得て、ﾘｻｲｸﾙと省ｴﾈをﾃｰﾏに
「HIRAKIN ﾘｻｲｸﾙﾌｧｰﾑ御津」
と「ｷﾘﾝﾋﾞｱﾊﾟｰｸ岡山」の企業
見学会を実施した。特にﾘｻｲｸﾙ
ﾌｧｰﾑでは、家電ﾘｻｲｸﾙ法の対象
品目である冷蔵庫・洗濯機・
ﾃﾚﾋﾞ等が手際よく解体され、
組立ﾗｲﾝを見慣れた目には、興
味深いものであった。

梅雨明けとなった 7/18(海
の日) 真夏日の下、45 名の参
加により開催。ｶﾞﾗｽの里、三
次ﾜｲﾅﾘｰ見学後ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ村
でﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰの昼食。神楽門前
湯治村では神楽と温泉も楽し
み、会員交流を深めた。会員
の馬上酒造場にﾎｰﾑｽﾃｲ中のｱﾒ
ﾘｶの高校生ﾛｼﾞｬｰｽさんも参加
し、楽しい一日となった。

【竹原】愛知万博見学会

【三次】釣り大会
7/23(土) 「自然の叡智」が
ﾃｰﾏの愛知万博へ行った。万博
と言えば行列や映像技術の競
演だが、今回はﾏﾝﾓｽとﾛﾎﾞｯﾄ等
の人気が高い。暑さや夜行ﾊﾞｽ
でのﾊｰﾄﾞなﾂｱｰであったが、よ
く観れば先端技術・循環型社
会・地球市民など未来社会を
示す一見の価値ある博覧会で
中々有意義であった。

梅雨明け直前の 7/17(日) 会
員 38 名が参加。島根県大田市
近郊の海岸でキスを主体に、
大物や高級魚などを大量に釣
り上げようと各自が腕を鳴ら
した。天候に恵まれて釣果も
まずまず。自慢話や苦労話を
している参加者の笑顔が見ら
れた楽しい一日であった。

【尾道】講演会

【広島】カープ観戦
8/3(水) カープ対巨人戦を
観戦した。今回も 100 名の募
集に対しキャンセル待ちの大
盛況。前回の反省から夕日の
強い日差しを避けて 3 塁側に
陣取り「我らがカープ」に大
声援を送った。試合は後半良
く抑え徐々に詰め寄ったが一
歩及ばず 7 対 8 で惜敗 !
がんばれ「我らがカープ」

【因島】水軍まつりに協賛

7/5(火) 総会において、戦艦
大和の語り部である八杉康夫
氏を講師に迎え、『私の原点
「戦艦大和」～重油の海から』
と題しての講演会を開催し
た。大和沈没から生死の間を
さまよい生還された生々しい
体験とそこからの平和への強
いﾒｯｾｰｼﾞに 120 名ほどの出席
者は時間を忘れ聞き入った。

【府中】職業能力向上支援セミナー
7/22(金) 22 名の企業経営者
および総務担当責任者の方々
の参加で、広島県職業能力開
発協会の 3 名の講師により、
「職業能力向上支援と助成金
支給」説明会を開催した。参
加各社の日頃の関心の高さを
伺うことができた。今後も各
社のニーズに応じた継続的な
取組み支援をしていきたい。

因島を代表する夏祭り
「2005 因島水軍まつり」が
7/23(土) 水軍城での水軍武者
の出陣式(島まつり)で幕を開
けた。土生商店街での子供武
者パレード・土生港沖での花
火大会があった。祭りは「島
まつり」に次いで 8/27 に「火
まつり」8/28 に「海まつり」
と 3 部構成で盛大に行われた。

【庄原】ゆめさくらマツダ売店直産市１周年
庄原市の食彩館「ゆめさく
ら」は、毎月 1 回日曜日にマ
ツダ(株)本社売店で「庄原直送
新鮮朝市」を開催して、7 月で
1 周年を迎えた。庄原産の新鮮
なその時期の食材にこだわっ
た商品の販売に大変な支持を
得ている。1 周年記念で、先着
100 名の方に庄原産たまごを
進呈した。

【福山】夏祭り協賛
8/15(月)「福山夏祭り 2005」
の最終日を飾る花火大会が芦
田川河川敷であった。羽田市
長の点火式で打上げがスター
ト。雨あがりの澄んだ空に
13,000 発の花火の美しさがひ
ときわ映え、約 30 万人の観客
が酔いしれた。福山郷心会も
この花火への協賛をし、祭り
を盛上げた。

新商品紹介
しんげんくん

【竹原】 振動軽減手袋＆耐切創手袋

アトム(株)
「しんげんくん」はメリヤス手袋とゴムシートを組合わせた新感覚の防振タイプ
の手袋です。独自のゴムシート加工により優れた防振効果を発揮します。刈払機や
チェーンソー等の振動工具の取扱いに適しています。 「ハイパーグリップス」は耐
切創性をテーマに開発され、用途に合わせた加工により約 20 種類の品揃えで現場
作業の切創事故防止に効果を発揮します。
お問合せ先： アトム株式会社
〒729-2317 竹原市忠海東町 4-2-1
TEL. (0846) 26-0021
http://www.atom-glove.co.jp
ハイパーグリップス

【因島】ちゅーピー大福

はっさく屋

因島発祥とされるハッサクをくるんだ《はっさく大福》や農林水産大臣栄誉賞を
受賞した《みかんもち》に続く商品として発売した《ちゅーピー大福》が人気を呼
んでいます。因島産ハッサクと国産イチゴを小鳥のくちばしに見立てた美味しいフ
ルーツ大福です。
製造・販売をしている「はっさく屋」(因島市田熊町)には県内外からもたくさんの
方々が購入に来られます。販売時期は、10 月末～7 月末で、130 円/個
お問合せは、TEL.&FAX. (0845) 22-2755
http://0845.boo.jp/hassaku/

郷心会の主要活動予定
郷心会連合会ﾁｬﾘﾃｨゴルフコンペ

東京「広島ゆめてらす」特産品展

1. 実 施 日：平成 17 年 11 月 8 日(火)

1. 実 施 日：平成 17 年 11 月 17 日(木)～23 日(水)

2. 場

2. 場

所：フォレストヒルズ ゴルフ&リゾート

3. 募 集 数：40 名

所：東京・新宿 JR 駅南口「広島ゆめてらす」

3. 募 集 数：約 15 会員
問合せ先： くわしくは、各郷心会事務局まで
くださ

クイズコーナー
三角形に並んだ 9 個のマスが、図のように直線で結ばれています。こ
の中に下の枠内の数字を 1 つずつ入れ、直線で結ばれたタテ、ヨコ、
ナナメのマスの数字の合計が、全部同じになるようにしてください。
さて、イとロにはどんな数字が入るでしょう。
(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、9 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：「青」

正解者 6 名。 全員に「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。

