
郷心会だより郷心会だより

令和2年度のスタートにあたり
　会員の皆さまには、日頃から郷心会活動にご理解とご支援をいただき誠にありがとう
ございます。令和元年 12 月から、郷心会連合会の会長に就任した重藤でございます。
微力ではございますが、マツダ車と広島製品の拡販を支援し、大きなテーマである郷土
産業の発展に取り組んでまいります。現下の状況を見ますと、新型コロナウイルスの感
染拡大により、会員の皆さまの事業活動と社会生活に深刻な影響が出ております。また、
郷心会の活動におきましても、多くの会合や地域イベントを延期または中止せざるを得

広「、らがなえ据見を捗進の策対染感のスルイウナロコ型新、らがなしかし。すで況状いな
めよう　郷心会の輪！！」のスローガンの下、本年度の各種事業を推進してまいります
ので、何卒よろしくお願い申し上げます。

　郷心会は、広島県下14ヶ所に郷心会の拠点があり、約4000の会員で活動を展開しています。「選ぶなら身近
な良いものひろしま製品」を合言葉に、各郷心会では、県内製品販促支援活動、マツダ車拡販支援活動、会員
交流などを開催し、地域のイベントにも積極的に協賛しています。発足順にご紹介します。

郷心会45周年にあたり　Vol.2

Plan1.
郷心会
ブランド向上

①連合会会長会議（2020年11月以降）

②合同講演会・交流会

Plan2.
地域貢献

①郷土産業の振興
②会員製品販促支援
③スポーツ・文化応援活動

Plan3.
マツダ車
販促支援

①マツダ車展示会
②マツダ（株）工場見学　特別コース
③マツダ安全装備体感試乗会

Plan4.
広報・会議
ほか

①各郷心会役員会 /総会
②郷心会だよりの発行
③郷心会ホームページ運営

令和2年度　郷心会の主な事業計画（案）

郷心会会員の皆さまには、平素よりご支援、ご協力をいただき誠にありがとうございます。
前号より郷心会設立45年を振り返り、郷心会のエピソードをご紹介させていただいております。

昭和 50(1975) 年 6月発足

昭和 53(1978) 年 9月発足

昭和 54(1979) 年 10月発足

平成 5(1993) 年 4月発足

平成 5(1993) 年 8月発足

平成 5(1993) 年 9月発足

平成5(1993)年9月発足

平成5(1993)年11月発足

平成5(1993)年12月発足

平成6(1994)年4月発足

平成6(1994)年8月発足

平成8(1996)年7月発足

平成27(2015)年2月発足
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広島郷心会 

三次郷心会

呉郷心会

東広島郷心会

福山郷心会

尾道郷心会

府中郷心会

庄原郷心会

因島郷心会

竹原郷心会

大竹郷心会

三原郷心会

安芸郷心会

廿日市郷心会

937会員

204会員

249会員

308会員

464会員

320会員

290会員

221会員

162会員

189会員

105会員

131会員

265会員

139会員

昭和 50(1975) 年 2月「郷心会」として最初に発足した中心組織。平成 5年に
連合会が発足したことから、広島郷心会の会長が連合会会長も兼務している。

※会員数：2020年3月末実績

重藤会長



連合会トピックス

14郷心会で通常総会開催予定

　新型コロナウイルス感染症による経済や消費への影響が拡大する中で、企業や地域では感染拡大に配慮しつつ、新たな取組み、
ITを生かした取組みが社会的に進んでいます。今回はマツダ株式会社の取組みをご紹介します。

設開」※ルターポ応対症染感「 .1
　　このサイトは、全従業員が感染症について正しく理解し、適切に対応すること、また、様々な情報を集約、整理し、混乱を
　防止するために開設されました。地域の方々、お客さま、従業員の健康と安全を第一に考え、社内・販売店の消毒等感染拡大
　防止に向けた取り組みを継続中です。※マツダ内で安全と健康をつかさどる部門が運営する感染症の対策、情報などをまとめたホームページ

」化ンイランオの議会るけおに外内社「 .2
　　マツダでは従来より社員のワークライフバランスを充実させることを目的にテレワークを中心に実施してきましたが、昨今
　の会議は基本的にテレビ・Skype・電話等を有効的に活用し、国内外の出張の自粛、イベント開催は原則禁止、在宅勤務を推奨し、
　対応中です。先行きが不透明な毎日ですが、マツダは、ご協力いただいている地元のみなさまへの影響を最小限にするよう取
　り組んでいます。

新型コロナウイルス感染症への取組事例のご紹介～マツダ株式会社～

　今般のコロナウイルス感染防止のため、以下のイベントについて、中止とさせていただきました。会員の皆さまには、大変ご
迷惑をおかけし申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

郷心会イベント　中止のご報告

3月　4日

3月　7日

3月　8日

3月10日

3月13日

3月15日

3月19日

3月20日

3月22日

4月　4日

4月16日

4月17日

4月18日

採用セミナー（福山）

ゴルフコンペ　（竹原）

企業見学会（尾道）

安全講習会（三原）

企業見学会（広島）

交流の夕べ（呉郷心会）

企業見学会（東広島）

テーブルマナー教室（府中）

落語鑑賞会（大竹）

ゴルフコンペ（広島）

合同企業見学会（三次、庄原）

企業見学会（尾道、三原）

体感試乗会（東広島、竹原）

サンフレッチェ観戦（廿日市）

カープ観戦会（府中）

カープ観戦会（東広島）

安全運転・始業点検講習会（府中）

ゴルフコンペ（尾三）

開催予定日
7月　1日
7月　3日
7月　6日
7月　7日
7月　8日
7月　8日
7月　9日

東広島
呉
三次
竹原
福山
廿日市
府中

東広島商工会議所
呉阪急ホテル

三次グランドホテル
ホテル大広苑

福山ニューキャッスルホテル
ホテルまこと
府中商工会議所

総会
役員会・総会
役員会・総会
総会
総会
総会
総会

郷心会 区分 場　　　所 開催予定日
7月10日
7月14日
7月21日
7月30日
8月　5日

調整中

尾道
安芸
因島
大竹
広島
三原
庄原

尾道国際ホテル
グランヴィア広島
ホテルいんのしま
エスポワール大竹

グランドプリンスホテル広島
三原国際ホテル

未定

総会
総会
総会
総会
総会
総会

郷心会 区分 場　　　所

＜2020年度　日程＞

各郷心会で予定されています2020年度通常総会につきまして新型コロナウイルス感染拡大により、
開催有無の検討が続けられています。詳細は、各郷心会からご案内させていただきますのでなに
とぞよろしくお願いいたします。



　2020年3月19日～11月23日、国内最大級の花と緑の祭典が開催中です。期間中はメイン会場をはじめ、県内各地の協賛会場、
スポットイベント会場で様々なイベントが予定されています。新型コロナウイルス感染拡大抑制のため、開催を予定していたイ
ベント等が中止・延期されていますが、会場内の展示は自由に見学することができます。詳細については、公式ホームページ※
にてご確認お願いします。

【メイン会場】　開催期間：3月19日～5月24日
中央公園（旧広島市民球場跡地を中心とする区域）及びその周辺
　メイン会場では各テーマごとに7つのゾーンに分かれています
　　・ウェルカムゾーン
　　・ひろしま風景ゾーン
　　・イベント企画ゾーン
　　・ひろしま海ゾーン
　　・希望と思い出ゾーン
　　・森のガーデンゾーン
　　・水の都ひろしまゾーン
【協賛会場】開催期間：3月19日～11月23日
　　・国営備北丘陵公園　
　　・県立びんご運動公園
　　・県立せら県民公園
　　・県立みよし公園
【スポットイベント会場】開催期間：会場により異なります
　　県内23市町のスポットイベント会場

※ひろしま はなのわ 2020公式ホームページ
　https://hananowa2020.com/

トピックス

ひろしま　はなのわ　2020( 第37回全国都市緑化ひろしまフェア )

以下、マツダ (株 )ニュースリリースより一部抜粋

　4月8日 (水 )、ワールド・カー・アワーズが主催する2020年「ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー」において、マツダ (株)
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2020」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(4 代目 )」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。
　今年創立100周年を迎えたマツダは、いつの時代も
クルマを通じて、お客さまに人生の輝きを感じていた
だくことを目指し、「走る歓び」にあふれたクルマを
つくり続けてきました。次の100年も、クルマを愛し、
「走る歓び」を楽しむお客さまに愛着を持って、いつ
までも保有したいと思っていただけるような、独自性
にあふれた商品・デザイン・技術・顧客体験の創造に
挑戦し続けてまいります。

「MAZDA3」が2020年「ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」を受賞

会場案内

メイン会場



□発　行／郷心会連合会　□発行人／重　藤　隆　文　□発行日／2020年 5月
□郷心会連合会　〒730 0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル内
□E-mail   kyoshinren@mail.mazda.co.jp　　□ホームページ　http://www.kyoshinkai.jp/  郷心会だより

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

「40コのれもん」＆「レモンゼリーすっぱ」　 瀬戸田・（一社）シトラスの里
　その名の通り「40コのれもん」は瀬戸田産レモンを贅沢に40個ほど使用している、
果汁100%のレモン果汁です。口の中に広がる酸味と爽やかな後味、ステーキやソテー
にかけても良し、炭酸と合わせてレモンスカッシュ、焼酎と合わせてレモンサワーなど
ご自宅でお手軽に本物の風味と味わいを堪能することができます。そして「レモンゼリー
すっぱ」はちょっとすっぱいけどくせになるゼリーです。レモン果汁がゼリーの 1/3（レ
モン約 2 個分）入っており、スポーツ後や朝食とご一緒にさらにサイクリングの栄養補
給にも最適です。安心安全の国産レモンをたっぷり使った2つの商品は健康と美容に効
果ありと好評ですので、ぜひご賞味ください。

因島
INNOSHIMA

価　　　　格

お 問 合 せ
住 　 　 所
電 　 　 話
F　　A　　X

：「40コのれもん」(左側 /瓶 )￥1,980/本
　「レモンゼリーすっぱ」（右側）￥480/袋
：( 一社 ) シトラスの里　代表理事 田坂八重子
：尾道市瀬戸田町荻1290
：080-8244-8804
：0845-28-0011

社名変更：あせひら乳業株式会社様
　2020年4月、高原安瀬平乳業有限会社は、「あせひら乳業株式会社」と社名変更
され、パッケージも一新！商品も全品リニューアルされました。主原料の生乳は大変希
少なβ- カゼイン A2 の乳牛だけから絞った生乳 100% です。一つ一つの商品の製造
工程にこだわり、乳酸菌マイスターが菌種、菌数にとことんこだわり抜いた逸品です。
生きた菌の乳酸菌数は全国トップクラスとのこと。そのヨーグルトにフルーツを加えたフ
ルーツパフェは相性抜群。またプリンは素材にこだわり、黄金のプリン、白銀のプリン
と2つの味の違いをご堪能いただけたらと思います。

三次
MIYOSHI

住 　 　 所
お 問 合 せ
ホームページ

：三次市三和町羽出庭10588-1
：0824-52-3735
：https://www.asehira.com/

「わに」の刺身販売日本一！　 西田鮮魚店～鮮コーポレーション株式会社
　県北の町　庄原市で創業され、今年で71周年を迎える老舗「西田鮮魚店」を
ご紹介します。 西田鮮魚店では、担当者が毎日、深夜2時半に起床して、広島中
央市場へ仕入に行かれます。その日に仕入れた新鮮な魚は、当日で売り切れる程
の人気店で、「わに」を売るお店としても有名です。「わに」といっても、クロコダ
イルではありません。「さめ」のことを県北地域では、「わに」と呼んでいます。　
　昔から、海から遠い県北地域では、常温でも傷みにくい「わに」のお刺身をよ
く食べていたそうです。「わに」のお刺身は、ピンク色のきれいな身で、美味と評判。
今でも、お正月やお祭りには欠かせないご馳走です。庄原にお越しの際は、
是非「わに」の刺身販売日本一の西田鮮魚店へお立ち寄り下さい。

庄原
SHOBARA

住 　 　 所

営 業 時 間
お 問 合 せ
ホームページ

：〒727-0013　庄原市西本町2-19-1 
　庄原ショッピングセンター　ジョイフル1F 
：9:30 ～ 19:00　休日：毎月第2火曜日
：0824-72-5246

　3月18 日～ 25日（土日除く 6 日間）、マツダ本社構内および防府工場にて、郷心会会員企業
様の商品を集め、「第14回郷心会＆広島うまいものフェア」を開催しました。このたび、新型ウ
イルスの感染拡大防止のため急遽、試食の中止など運営スタイルを変更せざるを得ないことにな
り、一部の会員企業様にはご迷惑をお掛けすることになりましたが、新規 9 社を含む過去最高の
61 社もの会員企業様の商品を展示・販売させていただきました。一例として、ものづくりの町
府中市から木製の小物入れ、杓子で有名な宮島から木製のキッチンツールなど、足を止めて真剣
に見入られる社員さんも多く見受けられました。アンケートから「昨今、楽しい話題がない中、
こういったイベントはありがたい」「新商品のお菓子を家族全員で美味しくいただきました」な
ど嬉しいコメントをいただきました。最近では、社員さんからもこういった商品を出してほしい
など、リクエストをいただくことも多く、マツダ社内にも「郷心会の輪」が広がりつつあること
を感じます。

第14回　郷心会＆うまいものフェア

過去最高の集客数を達成しました！

木製の商品は社員さんにも人気でした！

　わにのお刺身

黄金のプリン
（濃乳2層カスタード）

白銀のプリン
（自家製クリームチーズ）

ヨーグルトパフェ
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