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Friendship HIGASHIHIROSHIMA

KYOSHIN KAI郷心会

東広島郷心会だより

　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。
　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。4 頁に今年度の活動内容を記
載しております。すでに、ご案内しているイベントもあります。
コロナ禍でもできることを少しずつ案内していきます。
　今年度も引き続きご理解、ご協力の方、よろしくお願いい
たします。

　４月１９日(月 )に広島テクノプラザにおいて、ビジネスマナー講習会を開催いたしました。
昨年は、コロナ禍の緊急事態宣言下でもありましたので中止となりましたが、今年度は、
コロナ感染対策（検温・消毒・マスク・換気）も行い、開催しました。
　講師は、毎年お願いしているMorita キャリアプランニング 森田代表にお願いしました。

　新入社員ならではの不安を解消・中堅社員の方はビジネス
マナーの再確認目的として、挨拶の姿勢、名刺交換、電話対
応や接客応対などをビジネスに役立つ講習を行いました。
　参加された方からも　「会社のビジネス研修よりもより実践
的な研修を受けることができたのでとても有意義な時間でし
た」 、 「名刺交換、電話対応ともにこれまでの良くない癖を知
ることができた」　等とコロナ禍の開催ではありましたが、非
常に有意義な講習会となりました。

イベント紹介

役 員 挨 拶

ビジネスマナー講習会

06
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賀茂鶴酒造㈱　専務取締役

石井　裕一郎
東広島郷心会　会長



Member’s Square

参加会員様からの感想

　「こういうことがないと、酒蔵を巡ることはなかったので、機会を

いただき楽しかったです。」

　「西条在住で酒蔵通りもよく通りますが、ガイドの方に説明を頂き

初めて知る事が多く新鮮でした。また、酒造りへの拘りと執念を少し

ですが垣間見る事ができ、職人技である事を改めて認識できた事は

地元の誇りだと感じました。」

　募集は、引き続き行っておりますので、ぜひ皆様も地元再発見と

いう事で参加してみられてはいかがでしょうか？

　すでに、皆様にはご案内しています　酒蔵通り「蔵元めぐり」　ですが、参加された会員の方から写真と感想を頂き

ましたので、ご紹介させていただきます。

イベント紹介　酒蔵通り「蔵元めぐり」

常任理事 西條商事㈱
新　蔵田　　亮　代表取締役　社長
旧　蔵田　　憲　相談役

理　事 ㈱広島銀行　西条支店
新　藤井　敏和　支店長
旧　岩畔　　忠　支店長

監　事 ㈱もみじ銀行　西条支店
新　勝坂　省吾　　支店長
旧　三名田多佳男　支店長

役員交代のお知らせ 異動等により役員が交代されました。



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

㈱東広島タクシー
全ての人に笑顔と感動を

㈱マルハ外装

TEL082 - 420 - 6334
〒739-0023 東広島市西条町下三永730-21   FAX:082-420-6335

http://www.gaiso.co.jp/

TEL082 - 423 - 2631
〒739-0024 東広島市西条町御薗宇3387   FAX:082-422-8838

https://www.e-taxi.co.jp/

大光運輸㈱

ミドリ安全呉㈱　東広島営業所

TEL082 - 431 - 5150
〒739-0024 東広島市西条町御薗宇2416   FAX:082‒422‒2588

安心・誠意・迅速 トータル環境エンジニアリングカンパニー

アキ・工房

㈱クラタコーポレーション　東広島事業所

あらゆる空間の最適空気調和を基調にしたサービスの提供と
その環境の維持・改善を側面にしたサービスを提供します。

ご注文は直接　看板屋へ依頼を！
アキ工房は東広島郷心会を応援しています。

創業71年24時間365日市内最大保有台数のタクシー会社です。
タクシーは JPNTAXI からクラウンハイヤー・アルファードハイヤー
を取り揃え、電子マネーQR等の全ての決済方法に対応しています。

バスはマイクロバスから大型バスまで取り揃え観光から送迎まで対応します。

大光運輸株式会社は安心・誠意・迅速をモットーに
お客様全員のニーズに御対応出来るように

常にお客様のご意見ご要望をお聞きし改善に取り組んでおります。

安全衛生のインフラ企業

長い経験と実績から培った豊富な知識とノウハウ、イノベーティブな
商品開発力と技術開発力というミドリ安全の総合力を駆使して、

より多くのお客様のご要望にお応えいたします。

地域密着企業として3つの事をお約束いたします。
①スピーディな対応　②真面目で丁寧な施工　③誠実な適正価格

TEL082 - 497 - 2224
〒739-0147 東広島市八本松西2-1-17   FAX:082‒497‒2222

https://air-kurata.co.jp/

TEL082 - 422 - 3335
〒739-0014 東広島市西条昭和町8-27

FAX:082‒423‒3335https://www.midori-anzen.co.jp/ja/

TEL082 - 433 - 5220
〒739-0264 東広島市志和町七条椛坂1110-2   FAX:082‒433‒5230

https://www.big-advance.site/s/149/1500

幸せをよぶ外壁塗装

看板・標識等の製作を行っています
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Before After



今年度は通常に戻したいところですが、コロナ感染が少しずつ増えてきております。
皆様におかれましてはくれぐれもご自愛ください。今後ともよろしくお願いいたします。

topics

KYOSHIN KAI郷心会

東広島郷心会だより
フレンドシップ東広島

〒739-0025　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 6月　発行：東広島郷心会

マツダニュース 「MAZDA 3」「MAZDA CX-30」を

一部商品改良し 発売

　「MAZDA3」「CX-30」の新世代ガソリンエンジン　　
「e-SKYACTIV X（イー・スカイアクティブ エックス）」搭載
車は、ドライバーの意図に応える瞬発力を高めた自在感と走行
性能はそのままに、排出ガス性能と燃費を改善し、4月 26 日
に発売いたしました。
　マツダは、2030 年の電動化 100％を進める技術として、
今後も内燃機関の理想を徹底的に追求し、効率的な電動化技
術と組み合わせて展開することでCO2削減に貢献します。
　また、「CX-30」は、乗る人全員にとって快適に移動を楽し
めるよう、すべての機種にわたって、フロント・リアのダンパー
特性を見直しました。これにより、荒れた路面走行でのサスペ
ンションの動きを滑らかにし、より自然で穏やかな乗り心地へ
改善しました。
　今後もマツダは、日常のさまざまなシーンで「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」を感じていただけるよう継続して商
品を進化させ、今後もクルマ本来の魅力である「走る歓び」によって、美しい「地球」と心豊かな「人」・「社会」を実現し、
人の心を元気にすることにより、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。　

東広島郷心会事務局からご挨拶

　4月 19日

　4月 19日

　6月 26日

　7月 14日

9月 11日 or 12 日

11 月 14 日

11 月 26 日

11 月 27 日

12 月上旬予定

10月下旬予定

4月～12月

2月予定

3月予定

（月）

（月）

（土）

（水）

（日）

（金）

（土）

広島テクノプラザ

オンライン

安芸カントリークラブ

対　中日

対　横浜マリノス

東広島芸術文化ホールくらら

グランラセーレ東広島

対　FC東京

東広島商工会議所

呉地区（予定）

検討中

検討中

event 東広島郷心会　令和3年度　イベントスケジュール
ビジネスマナー講習会

交通安全セミナー

チャリティゴルフコンペ

カープ観戦会

サンフレッチェ観戦会（呉郷心会合同）

広響鑑賞会（竹原郷心会合同）

東広島郷心会「感謝の夕べ」

サンフレッチェ観戦会

書道教室

チャリティゴルフコンペ（呉・竹原郷心会合同）

酒蔵通り「蔵元めぐり」

安全体感試乗会

企業見学会
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* コロナ感染状況により実施可否を判断するイベントもあります

MAZDA CX-30

東広島郷心会
インスタグラム⇒


	01
	02
	03
	04

