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ワールド・カー・アワーズ（以下、WCA）が主催する 2020 年「ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー」において、マツダ株式会社（以下、
マツダ）の「MAZDA3」が特別賞の一つである 2020 年「ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」
（以下、WCDOTY）を
受賞しました。マツダのモデルが同賞を受賞するのは 2016 年の「MAZDA ROADSTER」以来 4 年ぶり 2 度目となります。
同賞は、2004 年に世界各国の自動車ジャーナリストによって創設された自動車賞で、世界 25カ国以上、86 名の自動車ジャー
ナリストの投票によって選ばれます。2020 年の最終結果は、トロント現地時間 4 月 8 日に WCA から発表されました。

挨 拶

ごあいさつ
会員の皆様には、平素より格別のご理解とご支援を賜り誠にありごとうございます。
本日5月25日現在、未だに全世界に拡がりをみせる新型コロナウィルス、日本においては収束
傾向をみせる中、緊急事態宣言が段階的に解除されているという状況です。今後解除と自粛が繰
り返されることも予想され、有効なワクチンが開発されない限りこのコロナとの共生も困難だと
言われています。
会員の皆様の事業においても深刻な影響を受けていらっしゃるところがほとんどだとお察し
しますと共に、何とか会員同士での情報交換も含めてこの突然の逆境を切り抜ける知恵やヒント
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宝積飲料㈱
代表取締役社長

を出し合うことができればと思います。
当郷心会も同様に影響を受け、3月のイベント自粛・中止に続き、4月5月のイベントも残念な
がら中止または延期という判断をさせていただきました。
自粛が解除され、実質開催可能な状況になりましたら、会員の皆様の安全に配慮しつつ、イベン
ト情報を発信してまいりますので、引き続きご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

Member’s Square

会員ひろば
㈱ヰセキ中四国

中国電力ネットワーク㈱
東広島ネットワークセンター

㈱ヰセキ中国は、2020 年 1 月に㈱ヰセキ四国と合併し、
㈱ヰセキ中四国と社名を変更しました。

2020 年 4 月、中国電力株式会社の送配電部門が分離・分社化し、
中国電力㈱東広島営業所から中国電力ネットワーク㈱東広島
ネットワークセンターに変わりました。今後も、これまでと変
わらず中国地域のお客さまへ電気をお届けいたします。

TEL 082 ‑ 423 ‑ 9881

TEL 0120 ‑ 519 ‑ 730

https://www.iseki-chushikoku.co.jp/

https://www.energia.co.jp/nw/

ダイキョーニシカワ㈱

㈱不二ビルサービス 東広島営業所

こんなとこまでプラスチック？！

建物運営管理の総合企業です。

〒739‑0024 東広島市西条町御薗宇727‑2

〒739‑0047 東広島市西条下見5‑5‑15

環境衛生管理業務、設備管理
業務を中心にお客様の毎日の
暮らしの視点に立ち、「もの
（資産）」と「ひと（生命・健康）」
の管理維持・改善に向かって
日々躍進しております。
目に見えない「快適」「安心」
をカタチにするのがわたくし
たち不二ビルサービスの使命
です。
2020 年 1 月に東広島市寺家産業団地に
本社を新設 / 移転し、業務を開始いたしました。

東広島事業所から東広島営業所に変わりました。

TEL 082 ‑ 493 ‑ 5600

TEL 082 ‑ 431 ‑ 6712

〒739‑0049 東広島市寺家産業団地5番1号

〒739‑0025 東広島市西条中央4丁目1‑33

http://www.daikyonishikawa.co.jp/

https://www.fujibiru.co.jp/

㈱ オーエイプロト

㈱タイヤ・カーショップドリーム
タイヤはもちろん車に関することなんでもおまかせ☆

1964 年の創業以来、自動車の総合試作メーカーとして、
自動車作りの基本となるプロトタイプモデルから
完成車の製作までを一貫して手掛けてきました。

TEL 0823 ‑ 82 ‑ 2728

TEL 082 ‑ 424 ‑ 3306

http://www.oaproto.com/index.html

http://www.mtm-dream.co.jp/

〒739‑2502 東広島市黒瀬町クリエイトパーク8‑2

〒739‑0007 東広島市西条土与丸2‑2‑48

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

丸繊㈱

㈲松平化成

婦人用スラックス、調節ゴムパンツ、裁断、
縫製のことなら当社にご相談ください

自動車部品を生産しています
【生産設備】

【生産部品】

射出成形機／4台
（450t×2台、550t、650t）
↓最近導入した650t 成形機

黒瀬工場

黒瀬工場

原反の裁断→縫製→仕上げ（プレス）までの全工程を自社で一括管理。
新鋭の縫製機器と熟達した技術により、高品質な縫製を提供します。

これからも、確かな技術と品質管理で信頼される部品生産を行います。

TEL 082 ‑ 422 ‑ 3886

TEL 0847 ‑ 34 ‑ 0216

〒739‑0041 東広島市西条町寺家7082‑2

Fax 082‑422‑3893

http://www.malsen.co.jp/

〒729‑1333 三原市大和町下草井790
Fax 0847‑34‑0217

㈲東広島内装センター

障害者支援施設 西志和農園

お客様のより良い未来作りの生涯のパートナー

日々の生きがいづくり、個を尊重したサポート

あらゆる建物の内
装工事やリフォー
ムなどに広く対応
しています。
どうぞお気軽に「こ
れが壊れて困って
いる」「これ対応で
き る？」な ど お 聞
きください。

TEL 082 ‑ 421 ‑ 2556

〒739‑0041 東広島市西条町寺家5413‑1

Fax 082‑421‑2557

安心して生活できるよう日々の暮らしの基盤を支えながら、
一人ひとりの思いに寄り添い、その人らしく生き生きと活動して
いただきたいという願いを持って、
日中活動の充実に取り組んでいます。

TEL 082 ‑ 433 ‑ 2220

〒739‑0267 東広島市志和町別府10184‑29

Fax 082‑433‑2221

http://www.hh-naisou.center/

https://www.dohen.or.jp/

中国プラント㈱

㈲夢木房

塗装設備の設計製作

提案力と技術力のリフォーム

国内及び、国外進出メーカー向け塗装設備の
設計、施工を手がける総合エンジニアリング企業です。

TEL 082 ‑ 433 ‑ 3811

〒739‑0267 東広島市志和町別府2683‑3

Fax 082‑433‑5006

http://www.chugoku-plant.com/

昨年 7 月に創業 20 周年を迎えました。これからも、
提案力と技術力で安心と信頼のおけるリフォームを提供します。

TEL 082 ‑ 428 ‑ 8708

〒739‑0142 東広島市八本松東7‑8‑40

Fax 082‑430‑8680

http://www.yumekibou1.com/
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マツダ100周年記念サイト開設
2020年1月30日。
おかげ様で、マツダは創立100周年を迎える
ことができました。
そこで、マツダが100周年記念サイトを開設
しております。
(掲載内容）
・マツダ創業者の想い
・MAZDA VIRTUAL MUSEUM
・歴代のマツダ車 etc
マツダ100年の歴史をみることができます。
お時間がありましたら、ぜひご覧になってい
ただきマツダをもっと知っていただければと
思います。

URL：https://www2.mazda.com/ja/100th/

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。

東広島郷心会事務局からご挨拶
今回のフレンドシップは、コロナ感染の影響によるイベント自粛もあり会員紹介をいつもより多く、12会員のご紹介と
させていただきました。このような状況ですので、郷心会としましても会員の皆様の様々なお役立ちを考えていこうかと
思っております。会員の皆様からもご意見・ご提案がありましたらぜひ連絡をお願いいたします。
これからもよろしくお願いいたします。

東広島郷心会だより

郷心会

KYOSHIN KAI

フレンドシップ東広島

〒7 3 9‑0025 東広島市西条中央7‑23‑35 東広島商工会議所会館内
TEL(082)420‑0315 FAX(082)420‑0325
http://www.kyoshinkai.jp/ E-mail:higashikyo@mail.mazda.co.jp
発行月：2020年 6月 発行：東広島郷心会

