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謹 賀 新 年

皆々様のご多幸とご繁栄をお祈り申し上げます
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます
広島県／藤田県知事
新年明けましておめでとうございま
す。
皆様には，すがすがしい新春をお迎え
のことと，心からお慶び申し上げます。
今年の県内経済は，昨年来の世界的な金融危機の影響
から，大変厳しい先行きが予測されますが，今こそ，か
つての本県経済の難局に誕生したこの郷心会の設立意
義を思い起こして一致協力し，前に向かって進んでいく
ときだと思います。
全国でも珍しい「多様な業種による地域経済支援組
織」である郷心会の皆様と行政それぞれが努力して，
さらに「バイ・ひろしま運動」を強化し，この難局を乗
り越えた暁には，必ずや本県産業と地域経済の躍進が待
っているものと確信をしております。
新年の門出に当たり，郷心会のますますの御発展と，
会員の皆様の今年一年の御健勝，御多幸を心からお祈り
申し上げます。

広島県商工会議所連合会／
大田会頭
新年明けましておめでとうございま
す。
昨年末、新たな広島のシンボルとなる
新球場の命名権をマツダ株式会社が取
得し、
「マツダ Zoom-Zoom スタジアム広島」と名付
けられました。このニュースは、世界的な金融危機によ
る厳しい経済状況が続く中、地域おこしへの貢献を目指
す郷心会の皆様にとって、大変勇気付けられる出来事で
はないかと存じます。
当連合会といたしましては、引き続き県内製品愛用運
動を促進し、地域経済の活性化に貢献してまいる所存で
す。皆様方のさらなるご支援をお願い申しあげます。
郷心会におかれましては、県下 13 支部が協力し、会
員にとり一層魅力的な活動を展開していただくようご
期待申しあげます。
郷心会の益々のご発展並びに皆様のご多幸とご活躍
を心から祈念いたします。

郷心会連合会・各郷心会会長

[連合会]/[広島]
織田会長

新年明けましておめでとうございます。
皆様には、良いお年をお迎えになられたこととお慶び申し上げます。おかげさまで郷心会も 34 年
目を迎え、皆様のご協力により「地域経済の活性化」に貢献できているものと感じております。一方
で、皆さんも実感されておられるように、県内の景気動向、各企業の経営環境はもとより、市民生活
にも大変厳しさが増しています。しかし、このような状況だからこそ、われわれ郷心会の存在が重要
になると思います。本年も、地元地域活性化にむけて「元気で魅力のある郷心会」作りに邁進して参
りますので、皆様のより一層のご協力をお願い申し上げます。

[三原] 福島会長

[府中] 北川会長

[尾道] 川﨑会長

[ 呉 ] 山本会長

[竹原] 木村会長

[福山] 藤井会長

[安芸] 玉村会長

[東広島] 今谷会長

[大竹] 福田会長

[因島] 大出会長

[三次] 木村会長

[庄原] 西田会長

第３６回 郷心会連合会会長会議 開催
１２／９（火）リーガロイヤルホテル広島において、広島県から
高延産業振興部長、マツダから井巻会長をはじめ多くのご来賓ご
臨席のもと、第３６回郷心会連合会会長会議を開催した。会議では、
平成２０年度上期事業報告及び下期事業計画が審議され、いずれも原
案通り承認・決定された。広島県のマツダ車シェア(４月～
１１月)１３．８％（前年＋0.1 ポイント）、全国４．８％（前年±0 ポイン
ト）が報告された。織田連合会会長は「今まで以上に、役員の皆さん、会
員の皆さんとともに、元気で魅力ある郷心会作りに進んでいきたい」、高
延産業振興部長は「郷心会の生い立ちを今一度振り返り、各企業・各地域・
行政それぞれ更なる努力と連携で明るい展望を拓いてまいりましょう」と
挨拶。井巻会長からは、１１月１８日発表のフォードの保有する株式売却

今回初の試みとしてスライドを使用して「活動
報告・事業計画」が報告された。

の件と役員人事の件、今期の決算見通しの説明が
あり、マツダへの引き続きの支援要請があった。
この後、黒沢常務執行役員が「マツダの CSR
（企業の社会的責任）への取組み」と題して、
取組みの基本的な考え方及び状況について、
スライドを使用して説明を行った。終了後の
懇親会は情報交換など交流の場となった。

高延産業振興部長

マツダ井巻会長

マツダ黒沢常務執行役員

「県北合同 企業見学会・交流会」 庄原・三次郷心会で実施
11/13(木)、晩秋の暖かい日差しが降りそそぐ中、西田庄原郷心
会会長以下 40 名（庄原 10 名、三次３０名）の参加で庄原・三次合

写真 2-１０

同企業見学会交流会を実施しました。午前中は、積水ハウス㈱山口
「住まいの夢工場」を見学しました。ここは、阪神・淡路大震災で
全半壊を免れたという「強い木の家」について、実験や展示によっ
てそのすべてが体感できる施設です。その１つ、｢安震館｣では耐震
・免震のそれぞれの住宅に入り、地震を再現させて揺れの違いを実
感しました。またモデルハウスのキッチンやインテリアの見学では、
女性の方が特に目を輝かされていました。午後は「長州苑」で昼食
会兼交流会、そしてショッピングなどを行ないました。帰路はバス
の車窓から西中国山地の紅葉狩りを楽しみました。当日は満月が赤
や黄色に染まる山際に浮かびあがり、美しく輝いていました。

「住まいの夢工場」玄関前で記念撮影

第 １７回 郷 心 会 連 合 会 チ ャ リ テ ィ ゴ ル フ コ ン ペ
１１／８（土）賀茂カントリークラブで、第１７回郷心会連合会チャリティゴルフ
を開催した。各地区から、会長、副会長、専務理事を始め２０名が参加して、熱戦
を展開した。個人戦は、広島郷心会の戸田さんがみごと優勝（ネット６９．８）され
た。チーム戦では、戸田さん、下岡さん（広島郷心会）牧尾さん(東広島郷心会）
、
財満さん（安芸郷心会）チームが優勝。織田連

個人戦優勝の戸田さん(右)

合会会長から個人戦優勝のトロフィーを受けた
戸田さんは「優勝できて嬉しい。これを機にマ

写真 2-８

ツダ車の拡販に尽力していきたい」と優勝の喜
びを述べられた。チャリティホールでのチャリ
ティ基金は、２３,０００円集まり、後日、広島県
社会福祉協議会へ寄付した。

今谷東広島郷心会会長の閉会挨拶

郷心会トピックス
[安芸] 企業見学会「伯方塩業 大三島工場」ほか

[因島・尾道] チャリティゴルフコンペ開催

11/22（土）秋の紅葉の陽だまりの中、61 名の参加により、
「伯方の塩」で名高い伯方塩業㈱大三島工場を見学。食塩製法が
イオン交換膜製造法に切り替えられ塩田塩が姿を消しつつある
中で、
「自然塩を残そう」の思いから昭和 48 年に復活された自
然塩です。午後は書の世界
の｢村上三島記念館」と芸予
諸島を中心に海上交通の警
護武士集団として古くより
活躍した村上水軍の因島水
軍城を見学しました。

11/15（土）
、紅葉の美しい尾道うずしおカントリークラブに
て、第４回目となる因島・尾道両郷心会合同のチャリティゴルフ
コンペを開催しました。絶好の晴天の中、３６名（因島１４名、
尾道２２名）の参加者は、日頃鍛えた技を競い合いながら、互い
の親睦を深めることが出来
ました。両郷心会会員様の
海産物・果物等を活用した
の賞品も好評でした。当日
のチャリティ募金は３４,００
０円でした。

因島水軍城

[呉] 企業見学会「キリンビアパーク岡山・閑谷学校」

[福山] 「びんご産業市場じばさんフェア」協賛

11/15（土）総勢３１名でキリンビアパーク岡山、旧閑谷学校
等の見学会を実施しました。秋晴れの下、ビール工場で素晴らし
いガイドさんに引率され、ビールの材料～発酵～缶詰め～保管ま
での工程を丁寧に説明して頂きました。試飲では、ビールの上手
な注ぎ方の指導と出来立の
ビール等で咽喉を潤しまし
た。旧閑谷学校では紅葉真
っ盛りの櫂の木と古い校舎
のコントラストに全員から
感嘆の声が上がりました。
今回の見学会は大変良かっ
たとの意見を多数頂きまし
た。

11/14～16 の 3 日間、県立ふくやま産業交流館（ビッグ・ロ
ーズ）において、
「備後の地場企業・地場産品」と「人」との出合
いの場をテーマに約 93 の企業・団体が参加して「びんご産業市
場」が開催された。期間中３．３万人の人出があり、大いににぎ
わった中、マツダグループ
も地元販売店を中心に車両
3 台の展示を行った。特に、
今年新発売されたビアンテ
は、若者、家族づれなど、
幅広い人気を集めていた。

[尾道] 「御調町ふれあい秋まつり」協賛

[三原] 「三原浮城まつり」にビアンテ出展

11/8（土）9（日）の両日「第１７回御調町ふれあい秋まつり」
が、尾道ふれあいの里で『里山の秋を満喫しよう』をテーマに開
催された。初日はあいにくの空模様であったが、文化祭、各種商
品展示販売会、芸能発表会等に参加者は里山の秋を楽しんだ。尾
道郷心会ではプレマシー、
ベリーサを展示し、マツダ
車をＰＲした。11/2（日）
に向島町で開催された「に
こぴんしゃん祭り」でもマ
ツダ車を展示し、アピール
した。

11/9、今年で５回目の「三原浮城まつり」が開催されました。
この祭りは、三原の観光協会と地元商店街が力を合わせて、町
興しを目的に開催しているもので、浮城の由来は戦国の武将、
小早川隆景が築城した際、その姿が海に浮かんでいるように見
えることからその名前がつ
けられました。会場は三原
駅前を中心に３箇所で行わ
れ、多くの出店が立ち並び、
晩秋の下、来場者の熱気で
あふれかえっていました。
三原郷心会からは「ビアン
テ」を一台出展しました。

[東広島] 広大祭で「マツダモーターショー」開催

[広島] 企業見学会「ヒロボー・三井造船(玉野事業所)」

広島大学大学祭（11/1～3）に協賛し、初日の 11/1（土)に
「マツダモーターショー」を開催しました。当日は、ビアンテを
はじめ、ＭＰＶ、デミオ、ロードスター、ＲＸ－８など８台のマ
ツダ車を展示。人気の的はパワーリトラクタブル・ハードトップ仕様のロ
ードスターやＲＸ－８で、車

10/24（金）に総勢４４名で｢第 53 回企業見学会」を実施し
ました。最初の見学先のヒロボー（株）では２年前に完成したヒロ
ボーライブファクトリーで、ラジコンヘリコプター・産業用ラジ
コンヘリコターの製造ラインを見学。三井造船（株）では、船舶建
造工程と船舶用エンジンの

の周りには多くの大学生が集

製造工程を見学。ディーゼ

まり、運転席に座ったり、エ

ルエンジン組立工場の見学

ンジンルームをチェックした
りと、若者のハートを熱く掻
き立てました。

では、主要部品のシリンダ
ーブロック、クランクシャ
フト等の大きさに驚きまし
た。

三井造船(株)玉島事業所

「講演会・交流会」参加者募集
大人気！！ 三遊亭 歌之介 師匠
１．開 催 日：平成２１年 3 月 11 日(水)
講演会：16:30～18:00
テーマ：
「感謝のプラス志向」
会員交流会：18:10～19:30
２．場

所：ホテルグランヴィア広島

３．募 集 数：約２００名
４．参 加 費：２,０００円
5．問 合 せ：郷心会連合会 Tel. (082) 227-2710

新商品紹介
【尾道】 尾道ラーメン

伝でん

特徴はこだわりの素材にあり、各々の素材をベースに尾道ラーメン街道一旨いと
定評のある伝でんの味をあなたの食卓へ！麺は山中の湧き水を使ったノド越しの良
い平打ち麺、スープは豚・鶏ガラ・野菜などにアッサリした深い旨み。加えて他に
はない丸鶏ガラベースを開発して各々の味が活きたオンリーワンの尾道ラーメンです。ご
家庭で、お土産・贈答品としてぜひ！（http://yellow.ap.teacup.com/denden/）
尾道ラーメン（醤油味・塩味）各々５食入 １，２５０円（郷心会会員様１，０００円）
お問合せ：伝でん ＴＥＬ：0848-24-５４５４ ＦＡＸ：０８４８-２４-５４５０

【広島】 「ラサーナ 海藻 ヘア ミルク エッセンス」誕生！

ヤマサキ

くちコミで大ヒット中の「ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス」から、拡張ラインとし
て、朝の洗い流さない髪の美容液「ラサーナ 海藻 ヘア ミルク エッセンス」を新発
売！潤い成分のフランス・ブルターニュ産 海藻エキスが、朝のゴワついて広がる髪を
毛先までなめらかにまとめます。ベタつかず、日中のダメージからも髪を保護。フロ
ーラル＆フルーティの心地よい香り。無着色・無鉱物油・防腐剤無添加。
価格：２,５２０円（120ml） 約１～2 カ月分。
お問合わせ先：(株)ヤマサキ 広島市中区舟入本町３－７
TEL 0120-02-1147

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ｈｔｔｐ://ｗｗｗ．ｙｍｓｋ．co．ｊｐ

【尾道】ソフトふりかけ「鰹と有機ごま」

まるじょう

創業１２０年の老舗尾道鰹節工房「まるじょう」が厳選した薩摩産の鰹本節と有機本醸
造醤油、有機ごま、希少な和三盆糖蜜の上品な甘みを加えました。化学調味料は一
切使用せず素材の風味がそのまま生かされたふりかけです。有機ごまの栄養成分が豊
富で塩分も気になりません。鰹と有機ごまの香ばしさがお口にいっぱい広がります。
価格：(６ｇX６０袋入り) ３,７８０円
お問合わせ先：㈱まるじょう 尾道市古浜町 2－50
TEL 0120-46-7853

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ｈｔｔｐ://ｗｗｗ．e-marujo．co．ｊｐ

今月号のクイズは休みます。
前回の答：
「合計 18 前田健太」 応募者７名・正解者４名。正解者４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。

