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マツダミュージアムの紹介
マツダ(株)本社・宇品工場内にある「マツダ
ミュージアム」を紹介します。
このマツダミュージアムは、最新のクルマの
展示やイベントなど楽しい企画で皆さまをお迎
えします。見学は、団体(20 名以上)の他に個人
でも可能です。土日祝日およびマツダ休業日以外にオープンしています。ただ
し、見学は、予約が必要です。マツダミュージアムは、① エトランスホールを
入ると、② まず、1920 年代からのマツダの歴史をヒストリックカーの展示と
ともに紹介します。③ 次に、マツダの誇るロータリーエンジンの技術について
紹介します。ル・マン優勝のレーシングカーも展示しています。④ また、技術
展示コーナーでは、RX-8 がどのような過程を経てつくられているか解説しま
す。⑤ さらに、目の前で次々とクルマが組み立てられていく迫力ある様子をじ
っくりご覧ください。展望デッキからは、マツダ専用の港が望めます。⑥ 最後に、人・クルマ・環境のより良
い関係を目指し、環境の安全への取り組みとともに、次世代のクルマ社会の提案を紹介します。是非一度、
http://www.mazda.co.jp/philosophy/museum/ でご確認の上、マツダミュージアムをご見学ください。

熊野町筆まつり協賛
9/23(土) 秋分の日に、
「第 72 回筆祭り」が日本一の筆産地-熊野町榊山神
社一帯で開催された。あらゆる筆が展示販売される筆の市や、使い古した筆を
供養する「ふで供養」などのイベントに県内外より約 55,000 人が訪れた。
書家の杭迫柏樹先生による畳 20 枚分の特殊布に書く大作席書のほか、熊野高
校書道部の 6 名合作大書や筆踊り、和太鼓の演奏、熊野町や筆まつりの PR
を行う「ふで娘」の交代式も行われた。年に一度の特別価格で販売す
る筆の市や、熊野中学校グランドで行われる屋台村・ふれあいステー
ジ・ちびっこギャラリーも多くの人で賑わった。安芸郷心会は、ふれ
あい会場ステージ横で、デミオ・キャロルを並べ、マツダ車展示会を
開催した。(出展協力:オートザム海田)

おのみち福祉まつり協賛
10/14(土)～15(日)「第 35 回おのみち福祉まつり」が尾道市総合福祉センタ
ーで開催された。市民の福祉啓発とふれあいを目的として「ふれあいと笑顔の花
を咲かせよう」をテーマに趣向を凝らした催しが行われた。暑さを感じるほどの
秋晴れの下、2 日間で約 3,000 人の参加者があり、福祉パネル展・芸能祭・本田
哲也さんのトークと原画展・ハンディキャップ体験・フリーマーケッ
ト・抽選会などお年寄りから子供まで楽しめるイベントが盛りたくさ
んの祭りだった。尾道郷心会も、協力団体として参加し、スタンプラ
リーのお手伝いと共に、福祉車両展示会場へ「デミオｉ」のスロープ
式車いす移動車を出展し、マツダの福祉車両の紹介・ＰＲと車いすで
の昇降も体験していただいた。

安芸郷心会

アンケート収集

尾道郷心会

2006 ひろしまフードフェスティバル

出展

10/14(土)、15(日)の 2 日間、広島城周辺で、ひろしまフードフ
ェスティバルが開催された。秋晴れの好天に恵まれ、
「おなかいっぱ
い！広島の秋」をテーマに、県内 23 市町から約 350 ブースが出店。
2 日間で 80 万人の人でごったがえした。お堀遊覧船「櫂伝馬」、甲
冑武者記念撮影会、夜神楽上演などまつりを盛上げるイベントも賑わ
いをみせていた。郷心会も、今年は西堀広場にふるさとの味を持込み、
三の丸広場入口では、元気な広島県をアピールすべく、シェアナンバ
ーワン企業の展示を行った。ふるさとの味とし
て、ミールサービス・あき商店・焼肉みっちゃ
講演会 風景

ん・佐々木綜合食料品店・雅堂・三次麦酒の 6 社が店を出し、ナンバーワン企業として、
待ち針の明光堂が出店した。気候の良さも手伝って、ビール
・焼肉・ラーメンなどにお客さんの行列ができた。家族連れ
が多く、買い求めたものを手に木陰の芝生で団らんする風景
が随所に見られた。春のフラワーフェスティバルに対し秋の
フードフェスティバルが広島の 2 大イベントとして、定着し
てきたようだった。

手術用手袋の「三興化学工業株式会社」

大竹郷心会

● 会社紹介
私たち三興化学工業(株)は、昭和 10 年に大竹市にて設立
しました。(創業は昭和 6 年) 創業より今日まで、ゴム・ビ
ニール手袋の製造販売を中心に放射性物質取扱用手袋や医療
器具・医療用機器に至るまで幅広く消費者のニーズにお応え
しながら、その高い品質と皆様の信頼に支えられ、日本国内
のみならず、業界のパイオニアとして、グローバルな展開を
遂げて参りました。そして、これからも時代の変化と共に多
様化するお客様のニーズはもちろんさまざまなご要望にお応
えし、信頼される商品を迅速にお届けしながら、皆様の健康
を守る医療分野や食品衛生分野から原子力産業など世界的な
特殊技術分野まで、社会と人々の調和をめざし、「ふれあい・生命・健康」をテーマに、皆様の暮らしを守り続
けます。
● 製品紹介
主要取扱製品であります「手術用手袋」は、原料の受入検査・物理的性能試験・無菌試験等を初めとして、高
い品質を保持するために様々な試験を行っています。厳しい検査基準のもと、当社では敢えて全数目視のピンホ
ール試験を実施し、優秀な製品のみを市場に送り出しています。
その他、家庭用として、肌触りが良く抗菌衛生加工のもの、着
け心地しなやかなシルキーうすうす手袋など。業務用として、油
類の取扱いに適した耐磨耗性の優れたもの、600V までの低圧電
気用手袋、農業・漁業から工場作業まで幅広く使用できる手袋な
どがあります。
また、近年では、1988 年開設のマレーシア工場を増強し、コ
ストダウンを図ると同時に国内においては、研究開発を強化し、
クリーンルーム向けや理容美容向けの手袋の開発を行っていま
す。

[東広島] 会員交流会
バスツアー

[竹原] 高知日曜市・桂浜
見学会

9/9(土) 26 社 42 名の
参加者で徳島県鳴門海
峡への会員交流ﾊﾞｽﾂｱｰ
を実施した。大鳴門橋
の遊歩道「渦の道」で
は眼下に渦巻く巨大な
潮流に圧倒され、大塚
国際美術館では、「最後
の晩餐」
「モナ・リザ」など世界の名画が原寸大で陶板再現
されており、そのｽｹｰﾙの大きさと名画に触れ合えた感激に
時を忘れた一日でした。

9/3(日) 高知日曜市・桂浜見学
会を実施した。高知日曜市は 300
年の歴史があり、農産物だけでな
く、骨董品・動物(子猫・キリギ
リス)・衣料品・刃物・植木や苗
等…約 600 の出店が 1.3km に連
なりあらゆる物を販売している。
NHK 大河ドラマ「功名が辻」の
影響もあり、お城近辺はフィーバ
ー状態で、参加者の財布も緩みが
ちで、さしずめ買出しツアーのようであった。

[広島] 企業見学会

[大竹] 奥田元宋・小
由女美術館見学会

9/22(金) 総勢 24 名
で第 47 回企業見学会
を実施した。岡山市に
ある林原生物化学研究
所では、バイオテクノ
ロジーの研究開発、所
内の案内を受け、その
素晴らしい研究に感銘
した。吉備路風土記の丘では、備中国分尼寺跡、こうもり
塚古墳、吉備路郷土館を見学した。のどかな田園風景の中
で、古代人の生活に思いを馳せることができた。

[三次] 企業見学会
好天に恵まれた 9/
28(木)、府中商工会
議所の協力をいただ
いた府中市内 2 社の
企業見学会に、総勢
40 名が参加。(株)オ
ガワエコノスでは廃
棄物を最大限に資源
化する工程をじっくり見学。ヒロボー(株)では模型ヘリコプ
ターの飛行実演で精巧な動きに感動。午後は瀬戸田でクル
ージング。心地よい潮風に吹かれて多々羅大橋や瀬戸内の
島々を眺め、心も体もリフレッシュ。

9/22(金) 三次市に開
館した奥田元宋・小由
女美術館とベッケンビ
―ル工場見学会を開催
しました。会員の方の
関心が高く定員を上回
る会員様の参加をいた
だき大好評でした。帰路に平田観光農園に立寄り、秋の味
覚ピオーネ狩りを楽しみ、収穫したばかりのピオーネをお
土産に持ち帰りました。

[福山] 秋の備前焼・
閑谷学校を訪ねて
10/7(土) 87 名の参加
をいただき、備前焼の
里と閑谷(しずたに)学校
を訪れた。備前では陶
芸美術館を見学後、多
くのギャラリーが軒を
並べる陶芸の街を訪れ
た。当日が年一回の窯出しに当たる店を訪れ、製作過程の
説明を受けた後、お店の裏の幾層にも焼き物が積まれた窯
を見学した。昼食は、岡山の魚処 日生(ひなせ)でとり、海鮮
市場にも立寄り、最後に国宝の岡山藩校「閑谷学校」を訪
れ、深まる秋の備前路を堪能した。

[尾道] 第 7 回 釣り
大会

[ 呉 ] チャリティ
ゴルフコンペ

9/30(土) 恒例の釣り
大会を開催した。7 月
予定を雨で延期してい
たが、秋晴れのもと 18
名の参加者は、2 艘に
分かれて大物賞・大漁
賞を競った。
グチ・キスが多かっ
たが、40cm の太刀魚もあり、昼には早速刺身でいただいた。
大物賞・大漁賞の 4 名の皆さんはもちろん、帰りには、
「え
び」のお土産つきで参加者全員大満足の 1 日だった。

9/16(土) 呉郷心会ゴ
ルフコンペを 14 組 53
名参加のもと呉カント
リークラブで開催した。
当日は、台風接近で前
夜からの激しい雨と、
スタート以降も小雨降
るコンディションでプ
レッシャーのかかる中、スコア 70 台 3 名、80 台 15 名とレ
ベルの高さが窺える大会であった。本当にお疲れ様でした。
なお、チャリティ募金 38,000 円は、交通事故遺児救済資金
に寄贈しました。

ミカフィルター

[東広島] 健康生活応援飲料「ためして寒天」
宝積飲料(株)
「おいしく健康していますか？」を基本ｺﾝｾﾌﾟﾄとし、簡単・手軽に摂れる新食
感ｾﾞﾘｰ飲料です。寒天を主成分とし、
「ﾚﾓﾝ風味」
「ぶどう風味」
「りんご風味」は、
糖や脂肪の燃焼を助け、便秘解消に役立つﾏｸﾞﾈｼｳﾑを、「ｺｰﾋｰ寒天」は骨や歯の形
成に必要なｶﾙｼｳﾑを添加し、栄養機能食品としました。液体でもなく完全なｾﾞﾘｰで
もない「とろ～ぷるっ」とした新食感を一度ご賞味ください。
希望小売価格は、1 本 900ml 420 円(税込)
お問合せ・ご注文は、宝積飲料(株) TEL (082) 423-2271 FAX (082) 422-6714
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.hoshaku.co.jp/ (楽天) http://www.rakuten.co.jp/blendex/
[府中] 「女房が作った味噌汁よりうまい！」

浅野味噌(株)

～小さな味噌屋だからできた フリーズドライ ちょっと贅沢なきのこのみそ汁 新登場～

味噌の本場より、舞茸・椎茸などのきのこの香り豊かなフリーズドライのお味
噌汁が新登場。浅野味噌自慢のまろやかな「合わせ味噌」を使用し、「とき玉汁」
と同様の玉子仕上げとなっています。きのこの旨みと香り、そして歯ごたえ、も
ちろん栄養も…フリーズドライ製法なのでそのままパックされています。
・価格
きのこのみそ汁 (5 食入) 680 円(税込)
・ご注文・お問合せは フリーダイヤル
0120-41-2032
府中市府中町 830 浅野味噌(株) TEL.(0847) 41-2032 FAX.(0847) 41-2350

東京・広島県人会総会試食コーナー出展募集
1. 開 催 日： 平成 19 年 1 月 24 日(水)
2. 開催場所： 東京・赤坂プリンスホテル
3. 募 集 数： 約 10 会員
4. 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。

0 から 9 までの 10 枚のカードを図のように並べて、計算をピタリと
合せてください。しかも、和がもっとも大きい数になるように工夫して
ください。さて、合計の答えはいくつになるでしょうか?
( 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、12 月 10 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。
前回の正解者 20 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。

