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今月の花：「ハイビスカス」---花ことば「勇気ある行動」

第 31 回 郷心会連合会会長会議 開催
5/24(水) 広島全日空ホテルにて、郷心会
連合会会長会議が開催された。藤田県知事、
マツダ(株)井巻社長をはじめ多くの来賓をお
招きして、平成 17 年度の活動実績報告と平
成 18 年度の事業計画が審議・承認された。
会議に先立ち、5/19(金)に逝去された城本安
芸郷心会会長に対して黙祷を行った。懇親会
は、22 階で広島城を見下ろしながら、三島
広島県商工労働部長の乾杯で始まり、和やか
な交流の場となった。

議事進行される
山本副会長

会議風景

来賓挨拶される
藤田知事

マツダ水素自動車

マツダの現況報告
される 井巻社長

閉会挨拶の
西田副会長

懇親会中締め挨拶の
福田副会長

県・広島市へ納車

4/21(金) 広島県庁および広島市役所の正面広場で、水素自
動車(マツダ RX-8)の納車セレモニーが行われた。
地球環境保護の先駆けとして、広島県と広島市が公用車とし
て導入し、PR に一役買ってくださることとなった。
リース車両で、リース料は 42 万円/月(うち、1/2 は環境省
補助金)、水
素燃料はマ
ツダから無
償提供との
こと。県・
市の環境イ
ベント等で
秋葉市長 挨拶
の展示、陸上競技大会での伴走、学校での
環境学習教材などに、公務出張にも活用される。これをかわ
きりに、多くの公官庁に普及することを期待したい。
藤田知事へ キー引渡し

東京「広島ゆめてらす」で 特産品展 開催
6/8(木)～6/14(水)の 1 週間、東京・新宿 JR 南口の新宿サザンテ
ラスにある広島県の情報センター「広島ゆめてらす」で、特産品展を開
催した。尾道をはじめ各地の海産物・しいたけや熊野筆などを展示即売
するもので、年 2 回で恒例となり、待ちかねたお客さんも沢山おられた。
新しい試みとして、マツダ(株)の東京・横浜駐在の従業や家族にも呼び
かけた。書き入れ時の日曜日に雨にみま
われたが、現地販売応援者の努力もあり、
昨年同期とほぼ同じ売上をあげることが
できた。やはり、一番人気は「しいたけ」
で、「これは安い、本当に日本産?」と、飛ぶように売れ、うれしい悲鳴を上げた。
この期間、1,000 円以上お買上げの方にマツダ浴用タオルをさし上げ、県産品と
しての「マツダ」を PR した。

ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙで オープンカフェ出店
5/3(水)～5/5(金) 広島平和大通りを中心に 30 回目のひろしまフラワー
フェスティバルが開催された。3 日とも絶好の天候に恵まれ、165 万人と
いう史上 4 番目の人出で賑わった。郷心会も、場所をパレード最終点から出
発点に移動した「マツダ Zoom-Zoom 広場」の
一角にオープンカフェスタイルで 2 会員が出店し
た。名前も「Zoom-Zoom カフェ」とし、マツダコーナーに来場されるお客様に軽
食と飲物を提供した。マツダは、子供たちに花一杯の環境を残そうと「RX-8 の水素
自動車」を展示し、沿道の参加者に環境保護を PR していた。ステージでは、マジッ
クショーやビンゴゲームなどで盛り上がった。

空調工事ユニット化の「山陽工業」

尾道郷心会

●会社紹介
山陽工業(株)は、昭和２５年（１９５０年）に現髙橋宏明社長の父、貞昭会長がバルブ総合商社として創業し
ました。法人化を機に工事部を設け、船舶を中心に配管や空調工事の請負を始め、その後１９８０年代の造船不
況を機に陸上空調工事に本格的に転換し、高層ビルや半導体工場などの空調設備工事を「フューチャー工法」と
名付けた独自のシステムで手掛けています。尾道市長者原にある工場で、パ
イプの切断からバルブなどの取り付けまで行いユニット化し、建設現場では
搬入した各ユニットの接合だけとし、極限まで作業量を減らし省力化し、ユ
ニット化による短期施工と高品質の技術力では日本一と自負しています。
●空調配管のユニット化の紹介
ユニット化により、従来の施工方式と比べ、工期を半分に短縮でき、高い
加工精度を実現し、ユニットは 10 トントラックで運搬できる限度の 10m
にも及びます。船舶中心の当時からある程度ユニット化していましたが、そ
の後、船舶で培ったユニット化のノウハウが、ビルの建設ラッシュの中で短
期施工を目指していた大手建設業者のご要望に一致するところとなりました。
１９８５年にヒルトン大阪へユニット配管を納入し、飛躍の時代を迎え、シャ
ープ、NEC、ソニー、松下電器などの半導体工場や薄型テレビ工場、ＮТТ基町
クレドビル、東京国際フォーラム、京都駅ビル、名古屋ドーム、福岡ヤフードー
ムなど大型案件の実績を次々と重ねています。
また、毎年５月に開催されるお客様への謝恩ゴルフコンペでは、マツダデミオ
をホールインワン賞として提供しており、過去に一度贈呈しました。

ユニット化された空調設備

[福山] 庄原アサヒの
森散策

[府中]カープ観戦

5/13(土) 会員のアサ
ヒビール様のご協力を
得て、庄原の同社社有
林見学を実施。当日は
あいにく小雨まじりの
天気でしたが、35 名の
参加者は、庄原林業所
の方の説明に耳を傾け、
樹木や山菜の話に興味深々でした。森の美味しい空気と食
彩館「ゆめさくら」での美味しい現地食材での昼食に満足
気でした。

5/20(土) 例年どおり、
大型バス 1 台にて参加者
36 名が、対日本ハム戦の
応援観戦を楽しんだ。当
日は、それまでの「梅雨
空」を吹っ飛ばすような
晴天に恵まれた交流試合
であった。試合内容は、
黒田投手による好投とホームラン 2 本により、カープ圧勝の
展開であった。参加者は、晴天&試合結果に充分に堪能するこ
とができた一日であった。

[尾道] ゴルフ教室

[大竹] チャリティ
ゴルフコンペ

5/20(土)&27(土) 恒
例のゴルフ教室を開催
した。講師は、マツダ
スペシャリストバンク
登録の岩田さん。今回
初めての方もあったが、
懇切丁寧な指導は皆さ
んに好評でした。コン
ペで早速好スコアを出した人もあり、次回(9 月)も参加した
いという人もあり、有意義な教室であった。

5/20(土) 晴天の和木 G
C にて、チャリティゴル
フコンペを開催した。絶
好のコースコンディショ
ンの中、ご参加いただい
た 27 名の会員様は日頃
の鍛錬？を発揮されまし
た。なお、チャリティと
して大竹社会福祉協議会に 10,000 円を贈らせていただきまし
た。なお、今回の優勝は、和木商事の田中様でした。

[ 呉 ] ビジネス
マナー研修会

[竹原] 電源開発開放
デー協賛

5/11(木) 20 社 35 名(
内、新入社員 70%、男
性 8 名、女性 27 名)の
参加のもと、第四回の
研修会を開催した。本
年は、これまでになく
活発な意見・質問等で
研修時間をオーバーす
る程、熱の入った研修会となった。受講者は、この研修を
今後の社会生活に生かしたいと話していた。

5/21(日) 恒例の電源開
発(株)竹原火力発電所で、
一日開放デーを開催。巨
大な発電機やボイラー・
水族館の見学、ボウケン
ジャーショー等子供向け
の各種ゲームが行われ、
絶好の行楽日和にも恵ま
れ、市長ほか 3,200 人の来場者で賑わった。当郷心会では、
マツダ車 4 台を展示し、MPV が注目を集めた。

新型 MPV 評判記

各郷心会会員・従業員で新型 MPV を購入いただいた方のご意見です。

[福山] JFE ｽﾁｰﾙ 羽田 和範 様
夫婦と母と子供 3 人の家族な
ので、室内が広く、母や子供か
ら乗り降りがしやすいと好評。
ターボの威力と大変静かなこと
に大満足。前車も 2.5L の MPV
でしたが、今回の MPV にますま
す惚れ込んでいます。

[三次] 木村会長 様
MPV に乗って 1 年余りであっ
たが、ﾐﾆﾊﾞﾝでありながらｽﾎﾟｰﾃｨ
で上質なﾌﾟﾛﾎﾟｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝに魅
了され、新型への買い替えを即
決した。ｺﾞﾙﾌに出かける時に使
用することが多く、高速ｸﾙｰｼﾞﾝ
ｸﾞを満喫したい。

[ 呉 ]海南鉄工所 賀谷 幸弘 様
5 人家族で、主に通勤に使用。
片道 33km の通勤で現在の走行
距離は 7,300km。大変静かな車
で、ｺｰﾅﾘﾝｸﾞのﾌｨｰﾘﾝｸﾞが大変素
晴らしく燃費も約 9km/L と申し
分ない車だ。ものすごく良い買
い物だった。

[庄原] 5/9(火) 副会長の(株)ワイ
エヌエス大江社長が庄原市に市
長公用車として MPV・4WD 車
を贈呈。
滝口庄原市長からは、
「大雪時で
も心強い、今後公務に役立てた
い」と感謝されていた。

【三次】 さかまいめん

ミカフィルター

美和桜酒造(有)

地元産の酒米「八反錦」
「八反 35 号」を精白する際に出る米粉を有効利用して
誕生した商品です。小麦粉の代わりに米粉を主原料とした麺で、あっさりとして
コシがあります。お米の新しい食感をお楽しみください。ラーメン・うどん・冷
麺の 3 種類があり、いずれも 2 食入りで 525 円(税込み)です。国道 375 号沿いに
ある「物産館みわ 375」でも販売しています。
お問合せ先： 美和桜酒造(有)

三次市三和町下板木 262
TEL. (0824) 52-2011
りらく

【府中】 フルーティな香りの「保命酒梨楽」
世羅幸水農園
広島県世羅町でナシ栽培最大手の世羅幸水農園が、福山市鞆町の保命酒醸造業
者と提携し、
「せらなしの保命酒梨楽」を発売した。同農園で栽培した赤ナシ(幸水・
豊水)の果汁を保命酒とブレンドし、アルコール度を通常の保命酒より 1～2 度低
い 12～13 度に設定した。フルーティな香りとまろやかな飲み口が好評です。
価格：1 本 (500ml)
お問合せ先：

1,250 円(税込み) 送料別。

直売交流施設 ビルネ・ラーデン 光元(みつもと)部長

世羅郡世羅町本郷 365-20 TEL. (0847) 25-0174 FAX. (0847) 25-0176

ひろしまフードフェスティバル
出展会員募集
1. 実 施 日：平成 18 年 10 月 14 日(土)～15 日(日)
2. 場

所：広島城周辺

3. 出 展 数：8 会員

くわしくは、各郷心会事務局までお問合せください。

暗号で、東京は「テイカユイ」
、大阪は「エエコオ」と書きます。
これをカギにして、暗号で書かれた問題文を解読してください。そ
してその答えを、下の枠から選んでください。ヒントは五十音図に
あり。
(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、7 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。

前回の正解者 12 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。

