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東広島郷心会 ２０１９年度 通常総会・懇親会

08
2019.

6 月 7 日 ( 金 ) にグランラセーレ東広島にて、2019 年度通常総会・記念講演会・懇親会を実施いたしました。
今年度は、髙垣市長、多田副市長、乗越市議会議長、今谷元東広島郷心会会長、県議、市議などのご臨席を賜り、会員・
販売会社など 124 名の皆様にご参加いただきました。総会では 2018 年度事業報告及び収支決算書や 2019 年度事業計画
及び予算など、報告事項 1 件、議案 3 件が承認されました。今年度は東広島郷心会設立 40 周年として、前カープ監督の野村
謙二郎さんの講演会などもあり大いに盛り上がった総会・講演会・懇親会が開催されました。
今年度も会員交流やお役立ち活動、さらにはマツダ車の拡販を軸に郷心会の繋がりを深めていきたいと考えております。
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会員の皆様には郷心会活動にご理解とご支援を賜りあり
がとうございます。2019 年度通常総会・懇親会には、多く
の会員の方がお越しいただき、議案を審議して頂きありがと
うございました。懇親会では抽選会もあり大いに盛り上がり、
たくさんの会員の皆様とお話しすることができ、会員間の交
流を深めることができました。
東広島郷心会は設立 40 周年を迎えました。今年度も会
員の皆様に喜ばれ、参加していただけるイベントを事務局よ
り案内していく予定ですので、ぜひご参加ください。
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新会員紹介

「外国人を雇いたい」と「働きたい外国人」をつなぐ
お客様

労働者派遣契約

仕事の指示

雇用契約

スタッフ教育
意思の疎通

業務の遂行

登録
スタッフ

スタッフ・コンサルティング
キャリアアップサポート

KCCグローバルの人材派遣

私たちは、お客様が必要な人材を必要に応じてスピーディに派遣し、常にベストマッチを
ご提案できるよう、そしてお客様とスタッフへの満足と安心につなげるよう努めてまいります。
〒739‑0041 東広島市西条町寺家 4845-3 1F
E-mail:info@kcc-global.com

TEL 082‑426‑6400

FAX 082‑426‑6401

HP:https://www.kcc-global.com/

新規入会紹介キャンペーンのお知らせ

〜郷心会入会希望の企業を紹介ください〜
郷心会は「ふるさとを愛し、郷土産業を応援する会」
です。豊かな地域社会づくりの一環として、自動車産
業を始めとした郷土産業の振興を図り、「BUY ひろし
ま」を推進しています。また、東広島郷心会では「広
めよう郷心会の和！」というスローガンのもと、郷心
会活動を地域へ発信することで、地域の活性化を目指
しています。
今回のキャンペーンでは、本会の趣旨に賛同される
法人・団体を紹介いただき、ご加入された場合、紹
介者に５千円分の会員商品・サービスをプレゼントい
たします。
写真は㈱エイビスプラン様から㈲Ｔ・Ｍプランニン
グ様を紹介いただいた際のプレゼントの様子です。

会員ひろばへ掲載する会員様のイベント、新商品等の情報を募集しております。

事務局

TEL：082 - 420 - 0315 FAX：082 - 420 - 0325

デック㈱

広島東映カントリークラブ

広島でバンパーなど、自動車向け大型金型の
設計・製作、試作企画を行っています。

至福の時間

増築工場

2018 年に工場を増築し、大型予熱焼鈍用加熱炉・
大型ＭＣ門型加工機を設備増強しました。

あるがままの美しい自然を生かしたコース
池やバンカーが印象的な個性ある 18 ホール

TEL 082 ‑ 429 ‑ 1919

TEL 082 ‑ 429 ‑ 1212

http://www.gpdec.co.jp/

http://www.toeicc.jp/

サヤシ工業㈱

ミナミ工業㈱

信頼に裏打ちされた確かな技術で、自動車製造の未来に貢献

昭和42年創業以来、鉄骨構造の道を歩み続ける

強みは、金型づくりから射出成形機を使った部品製造、検品までを
ワンストップで行えること。低コストかつ短納品、安全性を何よりも
重視した製造工程は長年信頼を頂いています。

「よい製品を造りだそう」
「お客さまに喜んでいただける製品をお届けしよう」、
これが社員全員の目標です。

TEL 082 ‑ 433 ‑ 2067

TEL 082 ‑ 429 ‑ 0411

〒739‑0153 東広島市吉川工業団地8‑23

〒739‑0267 東広島市志和町別府2096
https://www.sayashikougyou.com/

㈲八本松石油

〒739‑0152 東広島市八本松町吉川5562‑23

〒739‑0151 東広島市八本松町原10883‑40
http://www.minami-kogyo.jp/

㈱ドエル

−ドエル東志和−

親切丁寧をモットーに愛車の点検、灯油・軽油の配達も行います。

介護付き有料老人ホーム

給油の際は、瀬野川方面に向かう八本松の国道 2 号線
（宗吉交差点の東）、SOLATO の看板を目印にお越しください。

「おもてなしの心で」それが私たちの合言葉です。
東広島の中でも西部にあり、山々に囲まれた盆地に位置しています。
四季折々の自然や空気を感じ、心穏やかにお過ごし頂ける住空間です。

TEL 082 ‑ 428 ‑ 2324

TEL 082 ‑ 433 ‑ 0777

〒739‑0147 東広島市八本松西5‑6‑5

〒739‑0262 東広島市志和町志和東1201‑1
http://www.doell.jp/index.html
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東広島郷心会 40周年記念講演会
6 月 7 日 ( 金 ) にグランラセーレ東広島において、東広島郷心会 40 周年記念講演会
として、前広島東洋カープ監督の野村謙二郎さんに「人を育て組織を活かすマネジメント」
と題してご講演いただきました。
監督時代に経験されたことや広島大学大学院にてコーチング理論を学んだことから、
・自分を振り返るためのメモを取る重要性
・リーダーを作るために、リーダー候補になる選手には皆の前で叱られることを
受け入れてもらったこと（叱られ役になってもらった）
・目標設定は言葉に出し、
「ON と OFF はしっかり分ける」
・人間の身体特性には 4 つのタイプがあり、指導者側は先入観で指導するのではなく、
タイプを見極め、それぞれに合った指導法をしなければならない
など、時には監督時代の面白エピソードを交えてお話しされ、会員の皆様には非常に有
益な講演会になったと思います。

event 東広島郷心会 2019 年度主要イベントスケジュール
企業見学会①

8/29 （木）

アヲハタジャム作り＆岡本醤油醸造

9/28 （土）

名古屋グランパス戦

11/23（土）

鹿島アントラーズ戦

広響コンサート

10/6 （日）

東広島芸術文化ホールくらら

チャリティーゴルフコンペ

11/9 （土）

賀茂カントリークラブ

書道教室

12 月上旬（予定）

東広島商工会議所

安全運転講習会

日程調整中

企業見学会②

日程調整中

サンフレッチェ観戦会

イベント紹介

他

※日程変更の場合があります

広響スペシャル演奏会

10 月 6 日 ( 日 ) 東広島芸術文化ホールくららにおいて、広島交響楽団＜アフタヌーン・
コンサート > が開催されます。昨年、東広島郷心会の初企画でしたが、非常に好評で会員の
皆様より、次回も！とご要望もありましたので、今年度も実施する予定です。
今年度は、音楽総監督の下野竜也氏が指揮をとられ、オール・チャイコスキー・プログラ
ムの演奏をする予定です。今回は開演前ステージ上にて下野氏によるプレ・トーク開催も予
定されています。この企画はクラッシックが従来からお好きな方、初めて聞かれる方でも楽
しめる企画だと思います。近々には皆様に案内しますので、是非ご参加ください。

【東広島郷心会事務局からご挨拶】
6 月 7 日の東広島郷心会通常総会に多数のご来場を頂きありがとうございました。当日、総会場所の変更もあり、皆
様にはご迷惑をおかけしましたが、無事総会を終了することができました。懇親会では昨年好評でした、抽選会を今年
も開催しました。今年度も皆様が参加したいと思われる企画を進めてまいりたいと思いますので、引き続き、東広島郷
心会をよろしくお願いいたします。
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