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新任会長の紹介

東広島郷心会・三原郷心会

東広島郷心会では、商工会議所

三原郷心会では、鳥越会長の退

役員改選に伴い、12 月に開催さ

任に伴い、新会長に福島偉人氏(

れた役員会をもって、4 年間に亘

三原商工会議所副会頭、(株)有斐

り会長としてご尽力いただいた

園代表取締役社長)が就任されま

大野一好氏((株)東広島ケーブル

した。

メディア代表取締役会長)が勇退
東広島郷心会
今谷 新会長

郷心会連合会
金井宏一郎
2005 年 3 月

郷心会連合会 (〒730-0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル内)
E-mail kyosinre@mail.mazda.co.jp
ホームページ http://www.kyoshinkai.jp/

今月の花：「ぼけ」---花ことば「早熟・平凡」

役
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福島新会長は就任に当たり、

され、後任として今谷敏彦氏(今

三原郷心会

谷印刷(株)代表取締役会長)が就

福島 新会長

「会員の皆様のご支援により、昨
年 8 月、設立 10 周年を迎える

任されました。今谷新会長は、
「県

ことができました。これからも県

内製品愛用運動はもちろんであるが、郷心会が地域で

内製品愛用運動を一層進めると共に、より多くの会員

の異業種交流の絶好の場でもあり、引き続き会員の増

さんに参加していただき、また喜んでいただける活動

強と活動の充実に努めて行きたい。」と抱負を述べら

を積極的に進めていきたい。」と抱負を述べられまし

れた。

た。

マツダ

新型プレマシー

誕生

2/7(月) マツダ(株)は、
「新型プレマシー」を発表した。
「みんなの楽しいが 1 つになる。」をコンセプトに、広島会場(来
場者、第二部 510 名,第三部 720 名)と福山会場(来場者約 100
名)で、新発想のミニバンが発表された。6 人乗りにも 7 人乗りに
も使えて、みんな楽しくコミュニケーションできる「6+One」の
新発想空間。狭い場所でも乗り降りしやすい大きな両面スライド
ドア。リラックスして楽しめる上質で爽快な走りと、小回りが効
プレマシー 23S

く運転のしやすさ。これらのマツダ(株)からの VTR を交えた説明
とくるまを見ての実感に納得できる発表会であった。デイリーユ
ースから週末のロングド
ライブまで、新型プレマ

福山 発表会会場

シーはミニバンを越える
気持ちいい走りと運転の
しやすさを約束されたく
るまのようだ。
従業員の皆様に乗って
いただきたいくるまとし
て是非お勧めしたい。

広島

発表会会場
挨拶される
マツダ 渡辺会長

東京「広島県人会総会」で郷心会コーナーを開設
みなさん

広島県人会(会長・岡田茂東映相談役)総会が開催された。政財界や文化・
芸能・スポーツ関係者たち約 1400 名が来場。新球場建設たる募金への
協力呼びかけ・広島県内で撮影された映画「いとしのヒナゴン」に主演し
た井川遥さんの登壇・美土里町の神楽などで大いに盛り上がった。
マツダ(株)と郷心会は、この会場で、車の展示コーナー
と試食コーナーを開設した。展示車(マツダベリーサ)の周
りには、常に人だかりができていた。試食コーナーでは、
広島県名産品の饅頭・お菓子や海産物など 22 社 32 商品
を提供した。盛り皿に飾った商品は、またたく間に品切れ
となる程の大好評。郷土の懐かしい味や新しい味に舌鼓す
る参加者の声が印象的だった。
井川

熊野筆 『FU-DE』世界的ブームの創出
昨年 7 月 中小企業庁の「JAPAN ブランド育成支援事業」として、
「ペ
ン感覚で書ける筆」の開発が始まった。課題は、横書きに対応できる弾力と
毛先のまとまり具合だった。硬くしすぎると毛先が割れ、軟らかすぎてもま
とまりがなくなり、その兼ね合いがむづかしい。硬いタヌキの毛の割合を調
整しながら、線引き用、彩色用、両方の用途を兼ねる 3 種類の FU-DE が
完成した。
昨年 12 月中旬、フランス・パリのルーブル美術館での展示会に出品。
「書
きやすい」と高く評価された。1/28 から 5 日間、同地で開かれた見
本市「メゾン&オブジェ」に出品(安芸郷心会の会員企業も参加)するな
ど、着実に世界に向けての展開が進行している。
中国からの安価な筆の輸入や後継者不足など熊野筆を取り巻く環境は
厳しいなか、JAPAN ブランド FU-DE は販路拡大の切り札として期待
を集めている。
熊野筆のお問合せは熊野町商工会に。TEL. (082) 854-0216

「郷心会だより」を「郷心会ホームページ」に掲載 !!
郷心会だより 1 月号より、郷心会ホームページに載せる
こととしました。
本郷心会だよりは、2 色刷りですが、ホームページには、
フルカラーで載っています。
ぜひ、下記の「郷心会ホームページアドレス」にアクセ
スしてみてください。

http://www.kyoshinkai.jp/

遥さん

安芸郷心会

お手伝いいただいた

1/26(水) 東京赤坂プリンスホテル・クリスタルパレスで、恒例の東京

郷心会トピックス
【呉】

新年賀詞交歓会

【福山】

新年賀詞交歓会
1/27(木) 福山ﾆｭｰｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ
で 120 名の出席者のもと、福
山郷心会賀詞交歓会を開催し
た。ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞでは、福山市立
女子短大の平本教授が日本の
歌をｿﾌﾟﾗﾉで熱唱。旗手福山地
域事務所長他の来賓挨拶・小
川市議会議長の乾杯の音頭で
懇親会へ。恒例の福引大会で
は大いに盛り上がった。

1/19(水) 森沢ホテルにて、
新年賀詞交歓会が、小笠原呉
市長・マツダ丸本役員など来
賓ほかいままでで最多の参加
者の出席のもとで開催され
た。山本会長の挨拶の後、非
常に和やかな雰囲気で、テー
ブル毎のジャンケン大会など
で大いに盛り上がった。

【広島】

会長杯ボウリング大会

【府中】

テーブルマナー実践教室

2/6(日) 30 社(31 チーム)参
加のもと、広島郷心会会長杯
ボウリング大会を開催した。
白熱したゲーム展開のなか、
これまで団体戦常勝だった巣
守金属チームに代わって、大
和重工チームが見事初優勝 !!
栄えある会長杯を手中にしま
した。

【庄原】

2/11(金) 32 名の参加を得て
広島空港近くのﾌｫﾚｽﾄﾋﾙｽﾞｶﾞｰ
ﾃﾞﾝにて上記の教室を開催し
た。従来女性限定としていた
が、今回始めて男性の参加を
呼びかけ、3 組のご夫婦の参
加があった。家具・調度のと
ても立派な会場で美味しいﾌﾗ
ﾝｽ料理に一同満足した一日だ
った。

【因島】

ゆめさくら マツダ売店販売

本因坊秀策囲碁大会支援

庄原市の食彩館「ゆめさくら」
は昨年 7 月から毎月 1 回マツ
ダ(株)本社売店で「庄原直送新
鮮朝市」を開催している。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
変な支持を得て既に 8 回目。
昨年末滝口庄原市長からも感
謝の言葉をいただいた。

【大竹】

かき水産まつり協賛展示

囲碁を市技に制定している因
島市にて、1/22(土)&23(日)
に因島市民会館などでプロ棋
士 8 人とアマ高段者など全国
からおよそ 300 人の参加で
囲碁まつりが開催された。6
回目となるﾌﾟﾛ･ｱﾏﾄｰﾅﾒﾝﾄで
は、3 人のプロ棋士を破った
岩井 6 段がアマで初めて決勝

【竹原】

身障者にクリスマスコンサート

1/30( 日) 晴海第一公 園で 、
「おおたけカキ水産祭」が開
催され、殻付き焼カキ・ハマ
チのサシミを先着 3,000 名
に無料試食会。会場には、近
隣の市町村より 100 店が出
展、ミニ SL も登場し子供たち
に大人気でした。郷心会も協
賛し、マツダアテンザを展示

講演会のご案内

6.

「地元ﾄｯﾌﾟに聞く」経営革新講演会
「ものづくりは ひとづくりから」

マツダ(株)代表取締役社長兼 CEO
時 平成 17 年 3 月 31 日(木)
井巻 久一 氏
14:00～15:30
会 場 メルパルク広島 6 階「平成」
定 員 200 名
4. 参加料 1,000 円/人 (当日ご持参ください)
申込方法 事業所名、所在地、TEL、FAX、E-mail、参加者氏名・役職記入のうえ、
郵送または FAX にて。
後日、聴講券を送付します。
問合せ先 〒730-8510 広島市中区基町 5-44
TEL 082-222-6651
マツダ(株) 社長
広島商工会議所産業部産学官連携推進室
FAX 082-222-6664
井巻 久一 氏

1. 日
2.
3.
5.

12/18(土) 身障者の授産施
設「聖恵授産所」(竹原市忠海)
にて、マツダ㈱の音楽バンド
「ﾏﾂﾀﾞﾆｭｰｻｳﾝｽﾞ」18 名がｸﾘｽ
ﾏｽｿﾝｸﾞやﾎﾟﾋﾟｭﾗｰなど臨場感
あふれる生演奏により、身障
者やお年寄り 100 名余に楽
しんでいただいた。

新商品紹介
【広島】海藻エキスで美しい髪と透明感ある素肌に－

㈱ヤマサキ

さまざまな髪の悩みを解消する「海藻ヘアエッセンス」(S,M,L<詰換用)は濡れた
髪に直接つけて乾かすだけで、美しいサラサラの髪に仕上げる髪の専用の美容液。
女性の肌を悩ますくすみや黒ずみの元をすっきり洗い流す「海藻海泥スクラブ」
は数千万年前の古代海泥と海藻エキスを配合した洗顔料。全国有名ドラッグストア
や通信販売で発売中。
連絡先：(株)ヤマサキ 〒730-0843 広島市中区舟入本町 3-7
Tel. (082) 292-7141 HP：http://www.lasana.net
【安芸】ハイチュウ<ライチ> 限定発売 !!

森永製菓(株)

3 月に、ハイチュウに新しく<ライチ>味が 6 月までの期間限定で新発売します !!
1975 年にストロベリー味で発売されたハイチュウも、発売当初は価格も 60 円で、
包装形態も紙の小箱型でしたが、1986 年に現在のようなスティックに変わり、今
ではソフトキャンディの定番として愛され続けています。今回発売する<ライチ>味
は、果物のライチのさっぱりした甘さと特有の香りをハイチュウ特有のジューシィ
感で表現しました。これに併せて、現在発売中の商品も、よりジューシィなフルー
ツ感をアップさせ発売します。是非、新しいハイチュウをお試しください。

郷心会の主要活動予定
2005 フラワーフェスティバルへの出展募集
日時：2005 年 5 月 3 日(火)～5 日(木)
場所：広島平和大通り マツダ ZOOM ZOOM 広場
募集：6～9 会員企業 (新規企業の出展歓迎)
締切：4 月 1 日(金)
お問合せ先：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。

昨年のﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ風景

クイズコーナー
右上の「一触即発」のように、四字熟語を全部で七つ見つけて囲っ
てください。最後に漢字が二文字残りますから、それを上から「ひ
らがな」で読んでください。それが答えです。
(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。
前回の答：「かんこうち(観光地)」 正解者 29 名を抽選の上、10 名に「特製図書カード」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。

