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広島郷心会会員紹介キャンペーン
ふるさとひろしまに元気と活力を！
！
郷心会は「ふるさとを愛し、郷土産業を育てる会」です。
本会の趣旨にご賛同の法人、団体、個人の方をご紹介下さい。
ご紹介先が入会頂いた場合、ご紹介頂いた
方には、下記特典があります。

http://www.kyoshinkai.jp/index.html
hirokyo@mail.mazda.co.jp

新型クロスオーバーSUV「

★ご紹介プレゼント
ご紹介いただき、期間中郷心会にご加入された場合、
紹介者の方に
「10,000円相当の会員取扱商品」をプレゼントします。
（詳細は広島郷心会事務局にお問合せください）

新デザインテーマ“魂動（こどう）SOUL of MOTION”
すべてのSKYACTIVテクノロジーを搭載

新入会会員様の紹介（敬称略）
平成23年12月1日以降に新しく広島郷心会に入会された会員様をご紹介いたします。
（平成24年3月31日現在）
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広島市中区上八丁堀 4 ‑ 27 上八丁堀ビル703
082 ‑ 223 ‑ 0695

梅木 瑞保

代表理事

井口 善博
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マツダ株式会社（以下、マツダ）
は、新型クロスオーバーＳUV『マツダCX-5』
を全国のマツダ系、マツダア
ンフィニ系、マツダオートザム系販売店を通じて発売を開始しました。
新型『CX-5』
では、新デザイン
「魂動（こどう）SOUL of MOTION」の躍動感のあるスタイルに、初めて
「SKYACTIV（スカイアクティブ）
技術」
をガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、
トランスミッション、
ボディ、
シャ
シーのすべてに採用し、上質で気持ちのいい走りと、優れた燃費性能を両立させました。

キョーリツ㈱

広島市中区上幟町 1 ‑ 20 第3八谷ビル
082 ‑ 511 ‑ 3620

広島市中区紙屋町 2‑3‑4
082 ‑ 246 ‑ 7766

」

個人会員

竹添 憲治

広島市東区若草町 11 ‑ 2 グランアークテラス3F
082 ‑ 258 ‑ 3017

個人会員他 3名様

広島郷心会のスタッフ紹介
「広島の景気回復は広島製品で！」
「明るく元気な郷心会！」を合言葉に活動しています。

事務局長

課長
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前田 幸太郎

山本 雅孔

藤田 英夫
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安田 俊介

印刷協力
〒733‑0833 広島県広島市西区商工センター7‑5‑26
TEL：082‑277‑0788㈹ FAX：082‑278‑3880

新世代クリーンディーゼルエンジン
ハイブリッドをも凌ぐ燃費性能と
ハイパワーガソリン車をも
上回るトルクの両立
クリーンディーゼルエンジン「SKYACTIV-D 2.2」搭載車は、高価
なNOx後処理装置なしでポスト新長期規制に適合しながら、すべて
のSUVの中でトップ*1となる18.6km/L（JC08モード）の優れた燃費
性能と、最大トルク420N・mによる4.0L V8ガソリンエンジン車並み
の力強い走りを両立しています。
*1：日本国内で販売されるすべてのSUV（ハイブリッド車、軽自動車、
輸入車を含む）
。2012年1月現在 マツダ調べ。

第62回企業見学会

講演会・会員交流会（福山）

3月13日㈫、蔵田会長をはじめ総勢43名で、第62回企業見学会を実施しました。当日は天候にも恵まれ、広
島市安佐北区にある福留ハム(株)広島工場と三原市本郷町にあるコカ・コーラウエスト㈱本郷工場を見学しま
した。最初の見学先である福留ハムでは、福原会長、中島社長、目貫専務、酒井工場長を始めとする多くの方々
のお出迎えを頂き、また会社の沿革や経営方針を社長自らＶＴＲを交えて説明して下さる歓迎を頂戴しました。
その後、ウインナー製造ラインでは、お肉のチェック→肉挽き→味付け→練り→充填→くん煙・加熱→包装・
検査→出荷の工程を丁寧な解説と共に見学、また出来立てのハムやウインナーの試食もさせて頂き、製品の
品質の良さを堪能すると共に、郷土産品として愛着と誇りを感じることが出来ました。次にコカ・コーラウエスト
本郷工場では、コーラの歴史や会社の沿革
を説明して頂いた後、ジョージア等のペット
ボトル・缶飲料の製造工程や衛生管理の様
子を見学しました。残念ながら当日生産ライ
ンが動いていませんでしたが、
ＶＴＲを交えて
丁寧に説明して頂きました。また最後に新製
品の試飲をさせて頂き、これから発売される
【福留ハム㈱広島工場】
【コカ・コーラウエスト㈱本郷工場】 商品に期待を抱くことができました。

第24回テーブルマナー研修会
2月22日㈬、ホテルニューヒロデン2階春日
（かすが）
に於いて、広島郷心会第24回テーブルマナー研修会
を開催しました。今回は
「野菜ソムリエに学ぶ野菜の楽しみ方〜西洋料理とともに〜」
と題し、定員いっぱ
い100名での研修会でした。講師にはホテルニューヒロデン総料理長の西坂正寛様および野菜ソムリエ
コミュニティ広島代表の花井綾美先生をお招きし、おいしい料理をいただきながら野菜や野菜料理に関す
る知識を学びました。一般的なフランス料理等の研修会とは異なり珍しい趣向ということで、今回ご参加
いただけなかった方々からも
「次回はぜひ参
加したい」
という話も伺い、昨今の健康志
向ブームに適した題材と感じました。研修
会は和やかな雰囲気で進行し、「野菜に対
する知識が深まった」「おいしかった」「ま
た参 加したい」
との声も多く、参 加された
方々のいい交流の場にもなりました。
【テーブルマナー研修風景】

【花井綾美先生と西坂正寛総料理長】

第12回ボウリング大会
2月26日㈰、広電ボウルにて、｢第12回広島郷心会会長杯ボウリング大会｣を開催しました。今年は、16チー
ム48名が出場し、前回優勝の㈱砂原組の木村様から優勝カップの返還に続き、㈲マリモ商事の大塚社長
の挨拶の後、白熱した競技が行われました。競技終了後、表彰式＆親睦会も大いに盛り上がりました。休
日にもかかわらずご参加頂きました48名の皆様お疲れ様でした。尚、成績上位のチーム、個人は以下の通
りです。

3月16日㈮、宇宙飛行士で日本宇宙少年団副団長の山崎直子氏を講師に迎え、「第13回郷心会合同講
演会」が福山市の福山ニューキャッスルホテルで開催されました。県下全域から230名、広島郷心会から
は20名の方に参加頂き、90分の講演を聴いた後、80分の交流会で会員相互の親交を深めました。
講演は「世界最高のチームワーク」と題し、NASAの2つの大事故が組織内外のコミュニケーション不足
に由来することに端を発し、狭く小人数の
国際宇宙ステーションの中で共同生活を営
みミッションを成功させ、無事に帰還するた
めコミュニケーションの重要性と実行のポイ
ントについて講演されました。
参加者の方々もおのおのの立場で大変参
考になる講演会でした。
【宇宙飛行士

3月16日㈮ 三島食品㈱、3月21日㈬ ㈱かんぽ生命保険 広島支店のご協力の下、職域展示会を開催しま
した。両日、天候にも恵まれ、多くの社員のみなさまにマツダ車を見て頂く事ができました。やはり新発売の
CX-5のSKYACTIVテクノロジーによる走行性能と低燃費の実現に注目が集まり、また外観デザインや内装
の質感にも好評価の声を聞くことが出来まし
た。
「同じサイズのSUV車と比較すると価格
も燃 費もパワーも驚きの 数 値ですね」
と
CX-5への関心の高さと営業マン顔負けの豊
富な知識に驚かされる一幕もあり、賑やか
で楽しい展示会となりました。
ご多忙にも関わらず展示会開催へのご協力
とご参加ありがとうございました。
【三島食品㈱】

【㈱かんぽ生命

広島支店】

ワンダフルキャンペーン継続 2012.4.1
マツダ車を新車で購入された会員企業
社員の皆様へ
「広島郷心会会員企業」にお勤めのみなさまに、
日頃
の感謝の気持ちを込め、下記購入特典を進呈してい
ます。今期も前期同様にキャンペーンを継続致します
ので是非ご活用をお願い致します。キャンペーン未加
入の会員様企業様も随時受付中です。加入費用は
一切掛かりません。詳しくは、郷心会スタッフまでお問
合せ下さい。
2012年3月31日迄の登録車両
の申込みは、2012年4月30日
忘れていませんか？ までとなっております。

【団体優勝 ㈱熊平製作所】

【講演会風景】

職域展示会

ご存知ですか？

【開会挨拶 ㈲マリモ商事 大塚社長】

山崎直子講師】

2013.3.31

