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2 月 24 日 ( 水 ) にＡＮＡクラウンプラザホテル
広島において、第 22 回郷心会合同講演会を開催
いたしました。当日は、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、且
つソーシャルディスタンス対策として、１テーブル１名）も行い、開催いたしました。
東広島郷心会会員の方は６名参加され、総勢 112 名の方にご参加していただきました。講師は、作家・エッセイストの神津
カンナさん。作曲家の神津善行さん、女優の中村メイコさんの娘さんです。
講演テーマは「しなやかに今を生きる

〜人が人であるために・車が車であるために〜」でした。コロナ禍の中、ご両親へ

お食事を定期的に運ばれ、その時の返却用の袋にお父様が毎回、絵を描かれているそうで、その絵がわずかな時間でどんどん
変わってきたそうです。これは、今の車の進歩と同じではないかと。
今、色々な価値観が崩れてきていて、その中で目の前の物だけ見ていると見失ってしまう。見えないものも考える、創造力が
必要だとお話しされました。
参加された方からも「お父様の話を聞き、 いくつになっても成長できる

という言葉が印象に残りました」等とコロナ禍の

開催ではありましたが、非常に有意義な講演会となりました。

役員交代のお知らせ
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異動により役員が交代されました。

健
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。
令和 3 年度に入りました。昨年度はコロナ禍によりイベン
ト等がなかなか実施できず、申し訳ありませんでした。今年
度は、事務局の方で新たな企画も検討していると聞いており
ます。コロナ禍でもできることを少しずつ案内していきます
ので、楽しみに待っていてください。
令和 3 年度も引き続きご理解、ご協力のほど、よろしくお
願いいたします。

Member’s Square
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近畿大学 工学部(広島キャンパス)

㈱第一技研
モノづくり企業の原点を追求し、
お客様の良きパートナー企業でありたい。

化学生命工学科
電子情報工学科

機械工学科
ロボティクス学科
情報学科
建築学科
大学院システム工学研究科

TEL 082 ‑ 434 ‑ 7000

〒739‑2116 東広島市高屋うめの辺1番

FAX:082‑434‑7011

正確無比にして、ユーザーフレンドリー
そんな「機械設計」を目指します。

TEL 082 ‑ 429 ‑ 2086

〒739‑0153 東広島市吉川工業団地 4‑6

FAX:082‑429‑2088

https://www.kindai.ac.jp/engineering/

http://www.dig-net.co.jp/

㈱堀内造園

㈲ハイマックス

おかげさまで創業 50 周年
これからも地域に必要とされる企業に

世界のモノづくりをリードする先鋭部隊

屋号：ツリーゾン
技術継承を必要とする
剪 定・伐 採・管 理 か ら
ツリークライミングに
よる特殊伐採まで木を
知り尽くした集団です。

社名の由来通り、
「高い品質とお客様に満足される製品を提供する」
をポリシーに、創業以来走り続けてきています。

TEL 082 ‑ 436 ‑ 0001

〒739‑2101

東広島市高屋町造賀1264‑2

FAX:082 436 1125

TEL 082 ‑ 430 ‑ 1388

〒739‑2302 東広島市福富町下竹仁1926‑1

http://www.horiuchi-zouen.com/

コルベンシュミット㈱
自動車用ピストンについて優れた
専門性を持つグローバルサプライヤーです。

長年の活動から、
広島県商工会議所連合会及び広島県商工会連合会が運営する
「第３回広島県働き方改革実践企業認定」
を取得しています。

TEL 082 ‑ 434 ‑ 1101

〒739‑2124

東広島市高屋町郷660‑1

FAX:082‑434‑1350

http://www.kolbenschmidt.co.jp/

FAX:082 430 1377

http://high-max.co.jp/

マイクロテクノ㈱
「精密」へのあくなき挑戦
人と技術によるハイクオリティーの追求

高精度加工技術をベースに自動車部品（商品）を製造し、広く世
界のお客様に商品を提供しています。お客様のご要望に、より早く、
安定した品質と最適なコストで商品を提供できるよう、技術の
研鑽に努めています。

TEL 082 ‑ 434 ‑ 1155

〒739‑2124

東広島市高屋町郷676

FAX:082‑434‑1164

https://www.mitec.co.jp/

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

賀茂鶴酒造㈱
皆様のお越しをお待ちしております

登録有形文化財（建造物）に
指定された一号蔵を改装し、
「見学室直売所」を設けてい
ます。酒造りについて動画や
展示をご覧いただくほか、限
定酒などの販売、バーカウン
ターもあり、地域の方もお楽
しみいただけます。

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

広島信用金庫 西条支店
街のフレンドリーバンク

ひろしん

協同組織の地域金融機関
として、地域とともに歩
み、ともに発展するとい
う理念のもと、お客さま
に役立つ営業活動を徹底
し、地域のみなさまのご
期待にお応えしてまいり
ます。

TEL 0120 ‑ 422 ‑ 212

〒739‑0011 東広島市西条本町9‑7(見学室直売所) mail:order@kamotsuru.co.jp
直営ｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱ https://shop.kamotsuru.jp/

㈱広島エアポートホテル

TEL 082 ‑ 423 ‑ 9123

〒739‑0014 東広島市西条昭和町3‑23

FAX:082‑423‑8845

http://www.hiroshin.co.jp/

㈱西条庭園
外 構＆お庭のこと、全てお任せください。
市役所庁舎屋上の緑化

駐車場の緑化

カモンケーブル TV「みどりの学校！庭木・花木の管理」でおなじみ
の㈱西条庭園です。エクステリア・ガーデン造園工事や、水替え不
要水槽の取り扱いもございます。お気軽にお問い合わせください。

TEL 0848 ‑ 60 ‑ 8111

〒729‑0416 三原市本郷町善入寺64‑25

FAX:0848 60 8222

https://www.h-airporthotel.co.jp/

TEL 082 ‑ 428 ‑ 5971

〒739‑0142 東広島市八本松東2‑15‑9

FAX:082 428 5950

http://www.coppice.co.jp/

平平平㈱

㈱大進本店 東広島店

仕出し・給 食弁当・法人向け弁当の
平平平（さんぺい）です

進物の大進

社内での歓送迎会・会食、会議用昼食、来客用弁当、御祝料理、法要、
ステイホームランチ等、様々なお食事のシーンに、是非、平平平
のお料理をご用命ください。

TEL 082 ‑ 428 ‑ 0270
〒739‑0146 東広島市八本松飯田1‑5‑57

FAX:082‑428‑0275

http://www.sanpei.jp/

ギフト、写真館、ブライダルサポート、幼児教育、相続にいたるまで、
グループ一体となった事業展開により、お客様のトータルライフ
サポートを第一に考え、更なる充実、躍進を目指しております。

TEL 082 ‑ 424 ‑ 4111

〒739‑0003 東広島市西条町土与丸1227‑1

FAX:082‑420‑0071

https://www.daishin.gr.jp/
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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
めよう郷心会の輪！」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。

ദࡸഡݯશݹྂॿاžƼƇԠप
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。皆さん、ご覧になられましたでしょうか？
郷心会イベント情報・マツダ車情報・会員情報を発信しております。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！
4 月以降のイベントに関しましては、下記のイベントを計画しております。今年度はビジネスマナー研修と交通安全セ
ミナーをセットでしかもオンライン配信予定するなど、従来企画や新企画も計画しておりますので、楽しみに待っておい
てください！今年度も、よろしくお願いいたします。

カープ観戦会

ビジネスマナー ( オンライン )

サンフレ観戦会
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Com ing Soo n...
マツダ車展示会

東広島郷心会だより

郷心会

KYOSHIN KAI

フレンドシップ東広島

書道教室

〒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：2021年 4月 発行：東広島郷心会

