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12 月 8 日 ( 火 ) にホテル VAN CORNELL において、コロナ感染対策（検温・消毒・マスク・換気・飛沫防止パーテーション設置）
を行い 2020年度下期役員会を実施しました。
上期役員会は、コロナ感染の状況により中止、書面審議を実施しましたので、役員の皆様が集まる会議は約1年ぶりの開催と
なりました。下期役員会では、役員交代による報告事項 1 件、議案 2 件、①2020 年度前半期 ( 4 月〜9 月 ) の事業報告・予
算執行状況、②後半期 (10 月〜3 月 ) の活動報告及び予定が審議・承認されました。
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異動により役員が交代されました。

代表取締役社長

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。
さて、広島県の景気は新型コロナウイルス感染症の影響
から、厳しい状態が続いているものの、持ち直しの動きがみ
られています。その中で、郷心会活動も下期に入り、イベント
等の活動が少しずつ実施できておりましたが、12月からコロ
ナ感染が広島でも拡大し、郷心会活動に関しても、状況を見
ながら実施可否を判断させていただいております。
会員の皆様にはご迷惑をおかけしますが、引き続きご理解
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

Member’s Square

イベント紹介❶

サンフレッチェ 観 戦 会

対 コ ン サ ドー レ 札 幌

11 月 28 日( 土 ) エディオンスタジアムにおいて、呉郷心会との合同企画：サンフレッチェ観戦会を開催いたしました。
今回は、21 会員 47 名の方が参加されました。
試合は、コンサドーレ札幌に 2 点を先行され苦しい試合でしたが、その後、怒涛の攻撃をみせ、54 分にレアンドロ・
ペレイラが、58 分にはドウグラス・ヴィエイラが同点ゴールを、わずか 4 分で 2 点を奪う圧巻の反撃でした。その後
も手を緩めずに攻め続けましたが、決めきることができずそのまま引き分けとなりました。
参加された会員の皆様には、サイン付きグッズが当たる抽選会を実施したり、試合終了後には、サンフレサンクスデー
が開催され、選手からのお礼の言葉や抽選会なども行われ、少し寒くはありましたが、楽しめたイベントとなりました。

イベント紹介❷

書道教室

講師：
（雷門会）金谷

雷聲 先生

場所：東広島商工会議所

12 月 10 日（木）東広島商工会議所会館において 7 会員 13 名の参加で「書道でカレンダーつくり」講座を開催し
ました。講師は東広島郷心会会員でもあります、雷門会の金谷雷聲（かなや らいしょう）先生にご指導していただき
ました。この講座は今年で 6 回目となりますが、毎年参加していただく方も増えてきました。今年は、コロナ感染対策（検
温・消毒・マスク・換気）をしっかり行い、今年も参加者が自分の好きな言葉をカレンダーに仕上げていきました。
金谷先生のアドバイスを受け、何枚も書いていくと字の雰囲気もどんどん変わっていきました。書き終わったカレン
ダーには先生が用意してくれた落款を押し出来上がりに、みなさま大満足のイベントとなりました。

会員ひろば

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

広島市信用組合 西条中央支店
地域完全密着

地元のお金は地元で活かす

福美人酒造㈱
おもわずひざ打つ感動の名酒

酒都 西條において、西條
酒造学校と呼ばれた蔵元
が、福美人（フクビジン）
酒造です。福美人の酒は
『 ふっくらとした味の厚
みをもちつつ、後口のキ
レがよく飲み飽きしな
い 』と評されます。

一番頼りになるコミュニ
ティ・バンク をめざし、
地域の皆さまの頼りにな
る金融機関として、地域
の皆さまとの強い信頼関
係を築くことが最も大切
であると 考えています。

TEL 082 ‑ 422 ‑ 7811

〒739‑0012 東広島市西条朝日町7‑51

FAX:082‑422‑7896

TEL 082 ‑ 423 ‑ 3148

〒739‑0011 東広島市西条本町6‑21

FAX:082‑422‑7497

https://www.hiroshimashi.shinkumi.jp/

https://www.fukubijin.co.jp/

㈱さくらや

シンクコンストラクション㈱

創業大正元年

お菓子の蔵

さくらや

本部・円城寺店

ゆめタウン学園店

フジグラン東広島店

西条駅前本店

ゆめタウン東広島店

八本松店

地域に根ざし、長年の技術と実績で郷土の
まちづくり に貢献するグループです。

さくらやは「活気ある店」
「心を満足させる店」
「愛される店」を
目指しています。お求めは、上記販売店及び、楽天市場
（
「お菓子の蔵 さくらや 楽天」で検索）を是非ご利用下さいませ。

シンクコンストラクション㈱は建築・土木のプロ集団です

TEL 082 ‑ 423 ‑ 5304

TEL 082 ‑ 423 ‑ 5233

〒739‑0024 東広島市西条町御薗宇6754

FAX:082 422 9499

〒739‑0007 東広島市西条土与丸1‑5‑55

https://www.sakuraya-kashi.com

https://thinkinc.co.jp/

㈱岡田グループ本社

西条緑化造園㈱

地元西条のお酒を中心に珍しいお酒など
多数取り扱っております

花とギフトの園芸専門店

宅配サービスも行っております

バラやクレマチス、野菜苗や観葉植物などトータルで
庭造りをサポートいたします。

TEL 082 ‑ 423 ‑ 8111

TEL 082 ‑ 422 ‑ 2079

〒739‑0011 東広島市西条本町17‑2

FAX:082‑423‑8180

〒739‑0007 東広島市西条土与丸3丁目4‑18

楽天ショップ

https://www.rakuten.co.jp/saijo-ryokka/

Friendship HIGASHIHIROSHIMA

topics
マツダニュース❶

「MAZDA MX-30」
「2020-2021 日本カー・オブ・ザ・イヤー
デザイン・カー・オブ・ザ・イヤー」 受賞！

日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会が主催する「2020-2021 日本カー・オブ・ザ・イヤー」の最終選考結
果が 12 月 7 日に発表され、「MAZDA MX-30」が、「デザイン・カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞しました。
同賞は今年「日本カー・オブ・ザ・イヤー」に新設された部門賞です。
マツダは今後も、クルマ本来の魅力である「走る歓び」にあふれたカーライフを通じて、お客さまの人生をより豊か
にし、お客さまとの間に特別な絆を持ったブランドになることを目指してまいります。

マツダニュース❷

12月3日に商品改良車発売！

・MAZDA6 ・CX-5/CX-8 ・特別仕様車「BLACK TONE EDITION」
12 月 3 日に 3 車種の商品改良車、
特別仕様車「Black Tone Edition」を発売しました。
商品改良の主な内容は以下の通りです。
詳しくはお近くの販売店へお問い合わせください。
①MAZDA６
・100 周年特別仕様車に
2.5L ガソリンターボエンジンを追加設定
・外板色ポリメタルグレーメタリックを全車に
追加設定 *100 周年特別記念車を除く 等
②CX-5/CX-8
・2.2L ディーゼルエンジンの最高出力を
140kW(190ps)/4,500rpm から 147kW(200ps)/4,000rpm に向上
・SKYACTIV-DRIVE（6AT）の応答性の向上 *SKYACTIV-G2.5T を除く

※写真は「BLACK TONE EDITION」

等

③特別仕様車「BLACK TONE EDITION」( ブラック トーン エディション ) シリーズを発売
・エクステリアでは、ドアミラーカバーとホイールに黒を採用
・インテリアでは赤色を強調した素材やパーツの採用 等
対象車種は「MAZDA2」「MAZDA6」「MAZDA CX-5」「MAZDA CX-8」をご用意しております。

東広島郷心会事務局からご挨拶
東広島郷心会では 12 月よりインスタグラムを開設しました。郷心会イベント情報・マツダ車情報・会員情報
を発信していきたいと思います。右側 QR コードを読み取って頂くと確認できます。ぜひフォローしてください！
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