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東京モーターショー 2019 見学会＆交流会

10月25日、郷心会連合会主催の「東京モーターショー2019」の見学会・交流会を実施しました。今回は、因島郷心会
宮地会長、府中郷心会平田会長をはじめ総勢25名のご参加をいただきました。マツダブースでは初の量産EVを世界
初公開しました。新型EVは、新たにマツダのカーラインアップに加わる新世代商品の第3弾です。マツダの開発哲学で
ある人間中心の設計思想を基に、EVならではの特性を最大限に生かすことで、ドライバーが自然に、心から運転を楽し
むことができる走りを実現しています。
オプションコースでは、日本自動車ジャーナリスト協会の方がガイドとなり、専門家の視点でモーターショーとクルマ
の魅力について説明いただきました。参加された方からは、普段とは違った目つきで車を見学でき楽しかったと好評で
した。今回の見学コースはビッグサイト会場と青海会場の２か所に分かれており、２会場を移動し見学しました。その後、
会場を品川プリンスホテルに移し、交流会を実施しました。有意義な交流の場として盛会のうちにお開きとなりました。

「ひろしまフードフェスティバル 2019」
10月26～27日、広島の秋最大級のイベントとして「地産
地消」をテーマに広島県内の海の幸、山の幸、特産品など
を一堂に集めた食の祭典「ひろしまフードフェスティバル」
が開催されました。浅野氏入城400年を迎える会場の広
島城では神楽の公演をはじめ、武将が出現するなど、戦国
時代を垣間見る楽しい二日間でした。15回目を迎える今
年は、郷心会からは22会員様が出展されました。威勢の
良い掛け声に、食欲をそそる香り、独自に工夫された郷土
料理に、会場は来場者の笑顔で一杯になりました。

「CX-30」の発売を開始！
マツダ株式会社は10月24日、 「CX-30」 の発売を開始しました。
～以下、 9/20付パブリシティより抜粋～
「CX-30」 は、 グローバルに成長を続ける SUV市場を見据えて、 新たにラインアップに追加されたモデルです。 「人生の幅や世
界観を広げるクロスオーバー」 をコンセプトに開発した「CX-30」 は、 見る人の感性を刺激するデザイン、 どこへでも気軽に出
かけられる機動性、 大切な人とゆったりと過ごすことができる上質な室内空間、 誰もが安心して運転を楽しめる安全性能をお客
様に提供します。
【参考】 エンジン体系
SKYACTIV-X *
SKYACTIV-D 1.8
SKYACTIV-G 2.0
*低回転で大きなトルクを持ち、 高回転では伸びの
良い特性を持つエンジン（2020年1月発売予定）

役員会開催予定

／ 郷心会連合会

以下のとおり、各郷心会において第2回役員会が開催されます。役員の皆様、よろしくお願いいたします。
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【会員様のご紹介】株式会社エディオンの社用車について

/ 広島郷心会

エディオン様では営業用車両をハイブリッド電気自動車（以下、 HEV） からデミオ DE(ディーゼルエンジン） に代替、 中四国・
九州・ 沖縄で現在68台ものデミオ DEを導入していただいています。 当初、 イニシャル、 ランニングコストを中心に比較検討さ
れていましたが地元広島、 山口でマツダ車の導入を再考する中、 クリーン DE車の登場を機に選択肢が拡大されたとのこと。
代替の理由として、 デミオ DEは HEVに比べイニシャルコストが5～8％低かったこと、 燃費性能はほぼ同等でありながら軽油と
ガソリンの価格差によりランニングコストを抑えられたこと、 などを挙げられました。 また、 実際に運転される営業スタッフの皆さ
まからは「マツダ車らしく足回りがしっかりしており、 高速での加速感、 合流がスムーズで固めのシートのため腰当てが不要にな
り長距離運転でも苦にならない」 との嬉しいお声をいただきました。 また最近のデミオは「サポカーSワイド」 に対応しているので
安心感が高いとのことです。 また、 2019年7月から販売が開始された「MAZDA2」 も、 6台導入していただきました。
※「デミオ」 の車名としての生産は2019年6月末で終了、 日本国外向けと同じく「MAZDA2」 へ変更
【エディオン様の沿革】
1947年第一産業株式会社設立。 エディオン様の前身として地元広島では長年多くの方に親しまれていました。
2002年3月に中国、四国、九州地方を地盤とする「デオデオ」と中部地方を地盤とする「エイデン」の持株会社として誕生。 その後、
近畿地方（ミドリ電化）、 関東地方（石丸電気）、 北海道・ 北陸地方（サン
キュー） が加わり、 2009年2月にグループ再編を行い、 中部・ 関東地方
を「エイデン」 に集約し運営体制を構築、 2009年10月には「デオデオ」
と「ミドリ電化」が合併し「エディオン WEST」に、また「エイデン」は「エディ
オン EAST」 に社名変更。 2010年10月、 「エディオン WEST」 と「エディ
オン EAST」 を合併し、「エディオン」 として一体化。 さらに、2012年10月、
「イシマル」 「エイデン」 「ミドリ」 「デオデオ」 を全国統一ストアブランド「エ
ディオン」 に変更。
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ロードスター30周年記念イベント

／ 三次郷心会＆郷心会連合会

10月13日、三次試験場で「ロードスター30周年記念イベント」が開催されました（主催：ロードスタークラブオブジャパン）。
1989年2月のシカゴモーターショーで発表されたマツダMX-5(日本名：ロードスター)が、今年で30周年を迎えました。初代ロードス
ター(NA)から現行ロードスター(ND)まで約2,200台、また参
加人数3,800人という過去最多のロードスターファンが三
次試験場に集まり、お祝いをしました。
郷心会は、この記念すべきイベントにおいて、お弁当や
飲食店の出店でサポートさせていただきました。ロードス
ターの故郷である三次の食をご提供し、ファンの方に喜ん
でいただくことができました。参加いただいた郷心会会員の
皆様には深くお礼申し上げます。

総領おいでん祭

／ 庄原郷心会

10月13日、 2年に一度開催される「総領おいでん祭」 が、 好
天の中、 庄原市役所総領支所の芝広場で行われました。 メイン
の「ふるさとステージ」 では、 地元団体によるダンス、 和太鼓、
バンド演奏や、 角川博さんの歌謡ショーが行われ、 またステージ
周辺ではバザー、 地元特産など多数の出店で終日賑わいました。
庄原郷心会は、 このお祭りに毎回協賛しています。 今年は、 ア
ンフィニ広島、 広島マツダ、 マツダオートザム三次の３社共同で
マツダ車4台を展示し、 多くの方にご覧いただきました。

サンフレッチェ観戦会～会員交流イベント

／ 尾道・因島・三原郷心会

10月5日に、 尾道・ 三原・ 因島郷心会合同の「サンフレッチェ広島観戦会」 を行いました。 今回の観戦会には21会員62名の
皆様にご参加いただき、 会場にはイニエスタ選手などワールドクラスのタレント揃いのヴィッセル神戸戦ということもあって、 今
シーズン最高の入りの29,666名の観客が詰めかけまし
た。 試合の方は、 サンフレッチェの選手が躍動し、 今シー
ズン最多の６得点。 一方、ヴィッセルはビジャ選手やイニ
エスタ選手のスーパープレーから２得点を奪ったものの、
サンフレッチェが終始に渡り圧倒し、 最終スコア６－２の
ナイスゲームでした。 当日は、 天候にも恵まれ、 秋の日
の気持ちの良い、 最高の観戦会となりました。
マツダスポンサードゲーム
バスツアー参加者

筆まつり

／ 安芸郷心会

9月23日熊野町で「筆まつり」が開催され、約5万人が来場されました。前日の台風で開催が危ぶまれましたが、会場には、筆の
市や屋台村、ステージなどが設けられ、ステージ上では地域の人たちによる書道・武道・ダンスなどで盛り上がり、屋台村では会
員企業様が出店され、大いに賑わっていました。安芸郷心
会では、ステージ横に、MAZDA3、フレアワゴン、フレアク
ロスオーバーを展示し、多くの来場者にマツダ車をアピー
ルできました。

広島交響楽団鑑賞会

／ 東広島郷心会・竹原郷心会

昨年東広島郷心会でご好評いただいた「広島交響楽団鑑賞会」を、今年は竹原郷心会
と合同で企画し、10月6日に開催しました。広島芸術文化ホールくららのカフェ ソラオトに
て、開演前に「ティー・パーティ」を行ない、広島交響楽団常務理事の藤岡様より演目の背
景や聴きどころをお話いただきまし
た。今回の鑑賞会には、48会員・
154名とたくさんの会員様にご参
加いただきました。

「酒処広島の日本酒」Vol.3
「酒処広島の日本酒」の第３弾は、呉郷心会２社の酒造メーカーをご紹介します。
呉といえば古くから軍港として栄え、現在も海上自衛隊の呉基地があることで有名で
すが、実は県内屈指の酒処のひとつでもあります。歴史ある個性豊かな呉の日本酒の味
をお楽しみください。
【呉郷心会】
株式会社三宅本店 ・ 盛川酒造株式会社

商品 ・ サービス紹介 / Product ・ service introduction.

広島

HIROSHIMA

湯来南高校とコラボ！ きもかわいいオオサンショウウオこんにゃく

フジトシ

藤利食品（有）

こんにゃく芋の生産が盛んな湯来町で、地元の高校生が湯来町を流れる水内川にも生息する「オオ
サンショウウオ」の形をしたこんにゃくを考案。藤利食品の「子持ちこんにゃく」とドッキングさせて誕生し
たアイデア商品です。
この商品の写真がTwitterにアップされ、その後TBS「新・情報7daysニュースキャスター」で全国デ
ビュー。放送後注文が殺到していますが、手作りのためネット注文はただ今2～3か月待ちとなっておりま
す。そんなに待てないという方は、湯来ロッジ前の「湯来特産品市場館」、廿日市の「スパ羅漢」でも販売
していますので、そちらでお買い求めください。
価
格 ： 小 216円、 大 580円（税込）
お 問 合 せ ： 藤利食品有限会社
T E L ： 0829-83-0145
ホームページ ： http://fujitoshi.shop35.makeshop.jp/

廿日市
HATSUKAICHI

宮島に一番近い温泉地で、 息吹く

宮島 離れの宿 IBUKU 別邸 本館

IBUKUは、開湯50年経つ宮浜温泉にあり、昨年7月に本館が、今年6月には
別邸がオープンしました。全客室に源泉かけ流しのお風呂があり、別邸では「露
天風呂」を、本館では「美泡湯」を楽しめるのが大きな特徴です。お食事は、「身
体の中から美しく」をテーマに、五感を刺激しながらも、ほっとする味、やさしい
味わいの料理が特徴です。観光と温泉に加えて「料理」でも非日常を味わって
いただけます。そばには海も山も瀧もあり、四季の息吹を存分に感じることがで
きます。心身を癒し、生命力を高める。特別なひとときをここでお過ごしください。
お 問 合 せ ： 宮島 離れの宿 ＩＢＵＫＵ
T E L ： 0829-50-0129
ホームページ ： https://ibuku.jp/
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