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今月の花：「ツバキ」---花ことば「控えめな美徳」

新
新年明けましておめ
でとうございます。
この度、広島商工会議
所の会頭・副会頭の改選
に伴い、金井前会長から
織田会長
会長を引き継ぎました。
会員の皆様と協力して、県内製品の愛
用運動を引き続き盛り上げていく所
存でございます。よろしくお願いいた
します。
郷心会は、本年も地域との連携を強
化し、魅力的な企画を提供して会員の
皆様のご参加の機会を増やすととも
に、魅力ある会の運営を行います。
新年が会員の皆様にとりまして良
い年でありますよう祈念いたします。
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新年明けましておめで
とうございます。皆様に
は、輝かしい新春をお迎
えのことと、心からお慶
び申し上げます。お陰を
もちまして、県内経済は，
輸出が引き続き増加する
藤田知事
中で、生産は堅調に推移
し、設備投資も増加しており、全体と
しては回復を続けております。
こうした中、県では、景気の回復に
弾みをつけ、さらに魅力にあふれ、内
外の人々や企業から選ばれる「元気な
広島県」づくりに、全力を傾注して取
り組んで参ります。
郷心会の皆様におかれましても、引
き続き、本県経済の発展にお力添えを
賜りますよう、お願い申し上げます。
新年の門出に当たり、郷心会のます
ますの御発展と、皆様の今年１年の御
健勝、御多幸を心からお祈り申し上げ
ます。

郷心会の皆様、新年
明けましておめでとう
ございます。
マツダ株式会社におか
れましては、2007 年中
間連結決算で、7 年連続
の増収増益となり、
『マ
ツダアドバンスメント
大田会頭
プラン』の好スタート
を切られましたことは、誠に慶ばし
い次第でございます。
また、昨年７月に販売されました
新型デミオに続き、新年早々には新
型アテンザが投入されることとなっ
ており、更なる飛躍を大いに期待い
たしております。
広島県商工会議所連合会では、本
年も、県内製品の愛用運動を一層推
進し、当地域経済の活性化を図って
まいる所存でございますので、皆様
方におかれましても、さらなるご支
援をいただきますようお願い申しあ
げます。皆様のご多幸とご活躍をお
祈りし、新年のご挨拶とさせていた
だきます。
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「第 34 回 郷心会連合会 会議」開催
12/14(金) リーガロイヤルホテル広島において、光本広島県
商工労働部長、井巻マツダ㈱社長をはじめ多数の来賓のご臨席の

織田新会長

もと、第 34 回郷心会会長会議を開催した。
会議では、(1) 平成 19 年度上期事業報告

(2) 平成 19 度下

期事業計画案 (3) 金井会長の退任に伴い、新会長に織田珖治
氏(広島商工会議所副会頭、ひろぎんリース(株)社長)を選任する

金井前会長

などの役員改選が審議され、いずれも原案通り承認・決定され
会長会議風景

た。
光本広島県商工労働部長は「広島県としての取り組み」を述べ
られ、井巻マツダ㈱社長からは、マツダの現状と今後の取組み方
針、郷心会に対するさらなる支援の要請があった。
懇親会は、金井前会長からバトンを受けた織田郷心会連合会
会長の挨拶、藤田広島県知事の挨拶の後、藤原マツダ㈱特別顧問
の乾杯の音頭で始まり、楽しい交流の場となった。

「モルテン」

広島郷心会

● 会社紹介
株式会社モルテンは、常に革新的商品をグローバル市場に提供し続け、これをベースに適切なマーケティング
活動を実施する会社です。
私たちモルテンは、世界中のお客様に、お客様が必要とする全ての要望をご提供できますことをモットーに、
オリジナル技術に基づく自動車用部品（ゴム・樹脂製品）を、アメリカ、メキシコ、ドイツ、タイ、中国、日本
の六極体制で生産・販売しています。
● モルテンの事業
工業用品事業では、自動車用関連部品をはじめ、その生産技術などで培った中空体技術・高分子技術を核に、
親水用品にみられる浮き桟橋や、産業資材、樹脂瓦など、さまざまな分野で活動しています。スポーツ用品事業
では、世界最大の競技用ボール及びスポーツエキップメントサプライヤーであり、また、医療・福祉・健康関連
用品事業では、高齢化社会を側面からサポートする介護用品及び介護予防用品に於いても国内トップクラスの信
頼と実績を誇っております。
弊社では、全社員が生き生きと仕事に挑戦。そして、何よりも地域社会に貢献する、信頼される企業を目指し
ています。

アメリカ工場（フィンドレー市ﾌ

タイ工場（シラチャ市)

メキシコ工場（ホワレス市)

中国工場（嘉興市)

[広島] 職域（デオデオ、サンキ）展示会
10/18（木）19（金）職域展示会を開催しました。18 日は
廿日市市の㈱デオデオ本社で、19 日は商工センターの㈱サン
キで昼休み時間を利用して、広島マツダとアンフィニ広島の
協力を得て、新型デミオ、新型プレマシーを中心に展示しま
した。両日とも天候に恵ま
れ、また両社とも積極的に
ご協力いただいたこともあ
って、㈱デオデオでは来場
者６０名、㈱サンキでは来
場者７０名と、１企業だけを
対象とした職域展示会とし
ては大盛況でした。

[尾道&因島] 合同チャリティ・ゴルフコンペ
11/25（日）尾道カントリ－クラブ宇根山コ－スで、第３回
目となる尾道・因島両郷心会の合同チャリティゴルフコンペ
を３４名（尾道１４名・因島２０名）の参加で開催。紅葉に染
まる美しい自然と好天の絶好のコンディションの中で、両郷
心会の会員間の親睦をはか
る有意義な１日となりまし
た。両郷心会の会員商品を
活用した実用的な賞品にも
参加者の方々はご満足の様
子でした。当日のチャリテ
ィ募金は 26,000 円でした。

[福山] 「びんご産業市場 2007」協賛
11/16（金）～18（日）の３日間、福山産業交流館（ビッグ
ローズ）で、
「びんご産業市場２００７」が開催された。企業展
示コーナーでは、４７の地場企業・団体・学校が、、飲食・特
産品コーナーには４９社が出展。福山郷心会は、ＲＪＣカーオ
ブザイヤーを受賞したデミ
オを始め、ＣＸ－７、プレ
マシーの３台を展示。郷心
会ｺｰﾅｰへの来場は、マツダ
車を間近に見て、座席に座
って、室内を熱心に確認す
るなど、マツダ車への興味
と関心を深めていた。

[安芸] 揖保の里・閑谷学校・備前焼陶芸会館見学会
11/18(日)玉村会長以下 87 名の参加で、今年度第 2 回企業
見学会を実施した。そうめんの里工場では、遣唐使によって
伝えられたとされる｢そうめん｣が、「手延そうめん揖保乃糸」
となるまでを見学。午後から、世界遺産に申請中の 300 有余
年の歴史を持つ日本最古の
庶民学校「閑谷学校｣を訪問。
最後に日本古来の弥生式土
器や須恵器の流れを汲む備
前焼の陶芸会館を見学。秋
の紅葉狩りを兼ねた見学会
となった。

「県北合同講演会」 三次・庄原郷心会が開催
11／13(火)、グランラセーレ三次で合同講演会が開催された。三次郷心会の
木村会長、来賓の吉岡三次市長の挨拶の後、講師 達川光男氏（広島東洋カープ
元監督）による「心のキャッチボール」というテーマでの講演が始まった。広島
商業高校時代のエピソードを中心とした同氏のユーモアあふれるしゃべり口調の
熱弁に９０余名の受講者は大変満足されていた。
講演会の後、会員交流会が開催された。庄原郷心会大江副会長、三次商工会議
所三田会頭の挨拶の後、三次市議会伊達議長の乾杯で懇親が始まった。講演会の
余韻もあって、終始和やかな雰囲気に包まれた。また、会員扱いの商品を賞品と
した福引大会も大盛況であった。広島県議会下森議員による中締めの後、記念撮
影を行ない散会した。

講演会風景

第 16 回郷心会連合会チャリティゴルフコンペ
11/8(木) 白竜湖カントリークラブで、第 16 回郷心会連合会チャリティ
ゴルフコンペを開催した。絶好のゴルフ日和の中、54 名が参加。3 名 1 チ
ームの団体戦 15 組と個人戦で競われたが、団体戦優勝は、東広島 C チーム
(政田・小川・沖の各氏)が僅差で獲得。２位は竹原チーム(水戸・上川・岡本
の各氏）が獲得。個人戦は、竹原郷心会の上川 操さんがみごと優勝(ネット
69.2)された。2 位は福山郷心会の山林 緑さん、3 位は東広島郷心会の小川
喬司さんがそれぞれ獲得された。
表彰式では、各郷心会会員商品から選ばれた各賞品が授与され、参加者相
互の和やかな懇親の場となった。また、チャリティ募金として、34,000 円
が集まり、例年通り、広島県社会福祉協議会に寄付しました。

個人戦優勝の
上川 操さん

新商品紹介
【福山】ゲルマニウムマット

日本総業

社長自身の治療体験が元で開発した製品で、効果には自信をもっています。
ゲルマニウムをプラスチックに練りこんで製品化した健康補助製品で、これらの
製品は実用新案(4件)を取得しています。
写真は「ゲルマニウム半身用マット」ですが、その他、全身用、座布団、腰用浴
用マットゲルマニウムピロー、腰用バンド、腕用バンド、足用バンド、靴用中敷、
等々用途に合わせた製品を取り揃えています。
お問合せ：(有)日本総業 TEL 084－933－4228 FAX 084－933－4435
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.kenkou-makura.com/ E-mail｣：nihon-sg＠crest.ocn.ne.jp
【尾道】桜の名所尾道の「尾道さくらプリン」

天鼓

尾道さくらプリンは、日本桜の名所１００選に選ばれた尾道千光寺公園の「さく
ら」をイメージし、淡いピンク色のプリンと、さくらの花びらを閉じ込めたゼリー
の二層デザートに仕上げました。
甘酸っぱいプリンとあっさりした味わいのゼリー、さらに中のさくらの花びらの
塩味が風雅な味わいを生み出します。尾道みやげに、ぜひ一度お試しください。
価格：３個入り ７３５円（税込）
お問合わせ先：（株）天鼓(てんく) 広島県尾道市古浜町２４－６
TEL:（0848）23－8122

郷心会の主要活動予定
「合同講演会・会員交流会」

参加者募集

１．日 時：平成 20 年 2 月 20 日(水)
◆講演会：16:00～17:30
講 師：増田 明美 氏 （スポーツジャーナリスト）
テーマ：
「自分という人生の長距離ランナー」
◆会員交流会：17:40～19:00
２．場 所：福山ニューキャッスルホテル
３．募集数：約 150 名
４．費 用：2,000 円／人

クイズコーナー
「長短」のように、お互い反対の意味を持つ漢字を対にすると２
字の熟語ができます。下の漢字表から文字を選び、同様の二次熟語
を作って上の空きマスに入れていって下さい。すると最後に表に４
字だけ残りますから、それを並べ替えてできる四字熟語を答えてく
ださい。さあ、何でしょう。
( 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、２月５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。
前回の答：
「A」 正解者 26 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。

