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会員企業様のご紹介

なかた美術館　　　　　　　　　　　　　　　 　　株式会社ナカタ・マックコーポレーション

第 58 回連合会会長会議
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完全無農薬のオーガニックレモン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中原観光農園
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　広島県はレモンの生産日本一で、大長や瀬戸田のレモンが有名ですが、大崎上島でもレモンの栽培は盛んです。中
原観光農園では完全無農薬のオーガニックレモンを作っています。自然が相手なので、常に状況に合わせた対応が求め
られます。お客様が美味しい果物をほお張る姿をイメージして、
お客様の『美味しい！！』をエネルギーに、自然にあるものを使っ
て安心で安全な自然の恵みをお届けしています。そんなレモンな
ので料理に使うときも、レモンシロップを作るときにも安心して皮
ごと使うことができます。オーガニックならではの鮮烈な酸味と
深い味わいを体験してみてください。

　リョービ株式会社は、1943年（昭和 18年）12月、広島県府中市でダイカストメーカーとして出発。企業理念「技
術と信頼と挑戦で、健全で活力にみちた企業を築く。」のもと、独自の技術を培いながら、主に自動車産業向けにさま
ざまな構成部品を作り出してきました。また、一方で、そうした技術と経験を活かし、建築用品、印刷機器などの完成
商品分野にも事業を展開されています。特にリョービのダイカストは、金型の設計・製作から鋳造、加工、組立にいた
る独自の一貫体制で、世界トップクラスの実力を誇っています。1985年（昭和 60年）には、日本のダイカストメーカー
として初めてアメリカに生産拠点を設置。その後イギリス、中国、メキシコ、タイにも拠点を設け、世界の自動車メーカー
へ高品質なダイカスト製品をグローバルに提供されています。自動車の軽量化に貢献し、また、省エネルギー、省資源
など環境保全にも有効なアルミダイカスト技術で、人々の「できたらいいな」の「その先」を目指し、ものづくりに邁進
するリョービに期待してください。
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新型コロナに負けるな！郷心会フェアWeb版 ～今こそ「BUYひろしま」～

■設立当初の活動成果
　郷心会は各郷心会の企業が会員となって構成する組織であり、1975年の設立
当初は、広島郷心会からスタートし、積極的に「バイマツダ運動」を展開しました。
「ひろしまとともに歩むマツダ　みんなで育てましょう　郷心会」
「地元のマツダ車に乗りましょう　郷心会」
「マツダ車に　ご支援ありがとうございます　郷心会」
などの横断幕が広島市内の各所に掲げられ、郷心会会員企業によるマツダ車購入
や、郷心会代表者による地元行政公用車のマツダ車への選定依頼など行いました。熱烈な「バイマツダ運動」の結果、
1975年1月～4月まで４か月累計で広島県でのシェアは33.36%（軽含む全車種）を達成しました。

郷心会の皆さまには、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。本年は郷心会設立45年を振り返り、
郷心会のエピソードをシリーズにてご紹介させていただいております。

　今年５月からスタートした郷心会フェア Web 版は、マツダ従業員の方々の協力で、好調に売り上げを更新し 10月 30日
をもって、無事終了することができました。 本イベントを開催するにあたり、マツダ㈱の小飼会長からマツダ従業員へ向けた以
下のメッセージを発信されていますので抜粋してご紹介させていただきます。
　「皆さんはマツダの創立 100 周年を機に、それぞれ歴史を振り返られたことと思います。その中で感じたのは、地域の皆
様のご支援があったからこそ、今日のマツダがあるということではないでしょうか。特に郷心会会員企業の皆様には、日頃か
らマツダ車をご愛顧いただき、マツダが苦境に陥った際には「バイマツダ運動」の実施など、多大なるご支援をいただいてき
ました。現在、私たちマツダにとっても、大変厳しい状況ではありますが、広島で生まれ、広島で育てていただいた企業の一
員として、感謝と助け合いの精神で「いまできること」から支援の輪をつなげていきませんか。」
　今後も違う形で郷心会フェアを継続させていきますので、ともにこのコロナ禍を乗り切っていきましょう。

印刷機器建築用品　ドアクローザ自動車構成部品

～マツダ社員に案内されたホームページの画面～
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T E L

観 光 農 園

：豊田郡大崎上島町木江5223-2
：0846-62-0056
：みかん 10月中旬～12月初旬、 
  何でも狩り～ 3月下旬（お問い合わせください。）

　尾道市街地から少し離れた川沿いにある、「なかた美術館」は 1997 年に開館しました。20 世紀の初頭に活躍した
エコール・ド・パリの画家たちや日本の近代洋画のコレクションをもとに、様々なテーマの企画展を開催しています。館
内にはフランス料理のレストランもあり、四季折々の庭園の景色を眺めながら、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。
　１０月１０日から2021年２月21日まではコレクション
プラス『絵画のなかの風景』を開催中。所蔵品にあわ
せて、尾道在住の現代美術作家による写真や映像の
作品も展示し、多彩な風景表現をご覧いただけます。
ワークショップやギャラリートークなども開催していま
すので、ぜひお立ち寄りください。

住 　 　 所
T E L

開 館 時 間
駐 車 場
休 業 日
ホームページ

： 尾道市潮見町6-11
： 0848-20-1218
： 9:00 ～ 17:30（入館は 30分前まで）
： 無料（約 20台）
： 月曜日（祝日の場合は翌日、年末年始12/28 ～ 1/4)
： http://www.nakata-museum.jp
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TV CMに込めた想い 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社広島マツダ

役員会開催予定

　広島マツダは、2020年9月の1ヶ月間、広島の民放４局にて、久 と々なるテレビCMを放映されました。ご覧になった方もいらっしゃ
ると思いますが、シューベルトの「アヴェ・マリア」に乗せて、ウィットに富んだCMとなり、お客様にも大変、好評をいただいたようです。
　以下、広島マツダのご担当者様より、コメントをいただきましたので、ご紹介いたします。
　「実は、今回のテレビ CM には、広島の企業として広島の皆様に、ひとつの大きなメッセージが込められています。それが「マツ
ダ車に乗ろう。」です。広島と言えば原爆、宮島、お好み焼きと全国的に認知されています。しかし、広島経済で見ますと、広島＝
マツダです。マツダが元気であることが広島経済の元気の源と言っても過言ではありません。幸い弊社の社名は「広島マツダ」。「広
島＝マツダ」のイコールを取れば「広島マツダ」です。マツダ車にもっと乗ってもらうために、マツダの元気を基盤として広島の街が
元気になるよう願いを込めて生まれたのが今回のテレビCMです。広島マツダのCMをご覧になり、何かを感じていただければ、そ
れが広島を元気にするエネルギーになる、そう信じて。広島マツダは臆すること無くコロナ禍を切り開く先陣を切っていく所存です。「広
島の街、皆様と共に。今こそ前へ」今後とも広島マツダをよろしくお願いいたします。」

　庄原市から広島東洋カープへ熱い声援を送ろうと、庄原市役
所、庄原商工会議所、庄原市観光協会、庄原郷心会の 4 団体が
発起人となり、市内の各種団体、企業、市民が一体となって｢庄
原市カープ応援隊」が 2004 年 4月に結成されました。庄原市
カープ応援隊は、ホームゲームの年間シート 40席を購入して、
カープラッピングの専用バスによるシーズン全試合の観戦ツアー
を実施しています。その中の１つとして「庄原郷心会デー」を
設定していますが、今年は、新型コロナウィルスの影響により、
10 月16 日（中日戦）での開催となりました。また、球場の入場
制限による 20 名の座席数に対して、多数応募があり、抽選で
選ばれた庄原郷心会の皆様が観戦ツアーに参加されました。
試合は、残念ながらカープの惜敗となりましたが、応援隊の
熱烈な「声に出せない祈り？」により、鈴木誠也選手のバック
スクリーンへの特大ホームラン２発が飛び出しました。庄原郷心会
としては、今年初めての参加型イベントとなりましたが、大いに
盛り上がり、会員の皆様にはご満足頂けた事と思います。

広島郷心会
三次郷心会
府中郷心会
竹原郷心会
安芸郷心会
廿日市郷心会

11月24日
11月30日
11月30日
12月 2日
12月 3日
12月 4日

リーガロイヤルホテル広島
三次グランドホテル
府中商工会議所/一心
グリーンスカイホテル竹原
みどり屋（熊野町）
廿日市商工会議所　特別会議室

三原郷心会
因島郷心会
福山郷心会
東広島郷心会
尾道郷心会

12月 4日
12月 4日
12月 7日
12月 8日
12月10日

三原商工会議所　３階大会議室
ナティーク城山
みやび
ホテル　VAN CORNEL(ヴァンコーネル)
尾道商工会議所　2階会議室

　マツダ株式会社は、新世代商品群の第 3 弾である新型コンパクト SUV
「MAZDA MX-30（エムエックス サーティー）」のマイルドハイブリッド
モデルを、10 月 8日から販売開始しました。以下、マツダ㈱のニュース
リリースを抜粋してご紹介いたします。
　MX-30 は「わたしらしく生きる」をコンセプトに、クルマとともに自然体
で自分らしい時間を過ごしていただくことを目指し、創造的な時間と空間を
提案する、コンパクト SUV です。「MX-30」がもたらす創造的な時間と空
間は、親しみやすさや温かみを感じるデザイン、開放的で創造性をかき立
てるフリースタイルドア、そして心地の良い室内空間によって生み出されます。

　走行性能では、直噴ガソリンエンジン「SKYACTIV-G 2.0」に独自のマイルドハイブリッ
ドシステム「M ハイブリッド」を組み合わせた「e-SKYACTIV G（イー・スカイアクティブ・
ジー）」を搭載しました。これにより、静かでスムーズな加速と上質なドライブフィールに
加えて、モーターのエンジンアシストによる優れた燃費性能を実現しています。

　室内は、細部にわたる造り込みと環境に
配慮した素材によって、心がととのう空間を
目指しました。フローティングさせたコンソー
ルや、サスティナビリティをテーマとした個
性的な素材使いなどにより、「開放感に包ま
れる」空間を実現。

　なお、「MX-30」のEVモデルは、日本市場では2021年 1月に発売する予定です。
｠「MX-30」は、「サポカー S・ワイド」に全機種が該当しており、サポカー補助金の対
象です。また、被害軽減ブレーキ技術「スマート・ブレーキ・サポート（SBS）」に、
交差点での衝突事故回避・被害軽減を支援する機能をマツダで初めて採用し、オプション
設定しています。「MX-30」のメーカー希望小売価格は、消費税込みで 2,420,000 円
～3,393,500円です。｠

新型コンパクトSUV「MAZDA MX-30」国内発売開始！

マイルドハイブリッドモデル メーカーオプション装着車（2WD車）

※上記日程は10月26日時点の情報です。正式には各郷心会からのご連絡に基づいてください。

■特設サイト　https://www2.mazda.co.jp/cars/mx-30_special/
■車種サイト　https://www.mazda.co.jp/cars/mx-30/
■ニュースリリース 　https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2020/202010/201008a.html

　デザインコンセプトは、「Human Modern（ヒューマン モダン）」。人の手が生み出す
造形とこだわりのつくり込みを基礎としながら、魂動デザインの表現に拡がりを持たせることに
挑戦しました。エクステリアは、大胆な塊そのものが持つ美しさを際立たせるため、シンプルな
立体構成に徹し、親しみやすい表情を表現。ボディカラーは、3 色のフレームドトップを採用
した3トーンカラーと、４色のモノトーンカラーを設定しています。

　上期の総括、下期に向けた活動計画など、郷心会役員の皆様が集まり、以下のスケジュールで役員会を開催する予定です。
役員の皆様、よろしくお願いいたします。
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｠「MX-30」は、「サポカー S・ワイド」に全機種が該当しており、サポカー補助金の対
象です。また、被害軽減ブレーキ技術「スマート・ブレーキ・サポート（SBS）」に、
交差点での衝突事故回避・被害軽減を支援する機能をマツダで初めて採用し、オプション
設定しています。「MX-30」のメーカー希望小売価格は、消費税込みで 2,420,000 円
～3,393,500円です。｠

新型コンパクトSUV「MAZDA MX-30」国内発売開始！

マイルドハイブリッドモデル メーカーオプション装着車（2WD車）

※上記日程は10月26日時点の情報です。正式には各郷心会からのご連絡に基づいてください。

■特設サイト　https://www2.mazda.co.jp/cars/mx-30_special/
■車種サイト　https://www.mazda.co.jp/cars/mx-30/
■ニュースリリース 　https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2020/202010/201008a.html

　デザインコンセプトは、「Human Modern（ヒューマン モダン）」。人の手が生み出す
造形とこだわりのつくり込みを基礎としながら、魂動デザインの表現に拡がりを持たせることに
挑戦しました。エクステリアは、大胆な塊そのものが持つ美しさを際立たせるため、シンプルな
立体構成に徹し、親しみやすい表情を表現。ボディカラーは、3 色のフレームドトップを採用
した3トーンカラーと、４色のモノトーンカラーを設定しています。

　上期の総括、下期に向けた活動計画など、郷心会役員の皆様が集まり、以下のスケジュールで役員会を開催する予定です。
役員の皆様、よろしくお願いいたします。
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会員企業様のご紹介

なかた美術館　　　　　　　　　　　　　　　 　　株式会社ナカタ・マックコーポレーション

第 58 回連合会会長会議
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できたらいいなの、その先へ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リョービ株式会社
府中
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完全無農薬のオーガニックレモン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中原観光農園
竹原
TAKEHARA
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　広島県はレモンの生産日本一で、大長や瀬戸田のレモンが有名ですが、大崎上島でもレモンの栽培は盛んです。中
原観光農園では完全無農薬のオーガニックレモンを作っています。自然が相手なので、常に状況に合わせた対応が求め
られます。お客様が美味しい果物をほお張る姿をイメージして、
お客様の『美味しい！！』をエネルギーに、自然にあるものを使っ
て安心で安全な自然の恵みをお届けしています。そんなレモンな
ので料理に使うときも、レモンシロップを作るときにも安心して皮
ごと使うことができます。オーガニックならではの鮮烈な酸味と
深い味わいを体験してみてください。

　リョービ株式会社は、1943年（昭和 18年）12月、広島県府中市でダイカストメーカーとして出発。企業理念「技
術と信頼と挑戦で、健全で活力にみちた企業を築く。」のもと、独自の技術を培いながら、主に自動車産業向けにさま
ざまな構成部品を作り出してきました。また、一方で、そうした技術と経験を活かし、建築用品、印刷機器などの完成
商品分野にも事業を展開されています。特にリョービのダイカストは、金型の設計・製作から鋳造、加工、組立にいた
る独自の一貫体制で、世界トップクラスの実力を誇っています。1985年（昭和 60年）には、日本のダイカストメーカー
として初めてアメリカに生産拠点を設置。その後イギリス、中国、メキシコ、タイにも拠点を設け、世界の自動車メーカー
へ高品質なダイカスト製品をグローバルに提供されています。自動車の軽量化に貢献し、また、省エネルギー、省資源
など環境保全にも有効なアルミダイカスト技術で、人々の「できたらいいな」の「その先」を目指し、ものづくりに邁進
するリョービに期待してください。

郷心会だより

郷心会 45 周年にあたり　Vol.5

新型コロナに負けるな！郷心会フェアWeb版 ～今こそ「BUYひろしま」～

■設立当初の活動成果
　郷心会は各郷心会の企業が会員となって構成する組織であり、1975年の設立
当初は、広島郷心会からスタートし、積極的に「バイマツダ運動」を展開しました。
「ひろしまとともに歩むマツダ　みんなで育てましょう　郷心会」
「地元のマツダ車に乗りましょう　郷心会」
「マツダ車に　ご支援ありがとうございます　郷心会」
などの横断幕が広島市内の各所に掲げられ、郷心会会員企業によるマツダ車購入
や、郷心会代表者による地元行政公用車のマツダ車への選定依頼など行いました。熱烈な「バイマツダ運動」の結果、
1975年1月～4月まで４か月累計で広島県でのシェアは33.36%（軽含む全車種）を達成しました。

郷心会の皆さまには、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。本年は郷心会設立45年を振り返り、
郷心会のエピソードをシリーズにてご紹介させていただいております。

　今年５月からスタートした郷心会フェア Web 版は、マツダ従業員の方々の協力で、好調に売り上げを更新し 10月 30日
をもって、無事終了することができました。 本イベントを開催するにあたり、マツダ㈱の小飼会長からマツダ従業員へ向けた以
下のメッセージを発信されていますので抜粋してご紹介させていただきます。
　「皆さんはマツダの創立 100 周年を機に、それぞれ歴史を振り返られたことと思います。その中で感じたのは、地域の皆
様のご支援があったからこそ、今日のマツダがあるということではないでしょうか。特に郷心会会員企業の皆様には、日頃か
らマツダ車をご愛顧いただき、マツダが苦境に陥った際には「バイマツダ運動」の実施など、多大なるご支援をいただいてき
ました。現在、私たちマツダにとっても、大変厳しい状況ではありますが、広島で生まれ、広島で育てていただいた企業の一
員として、感謝と助け合いの精神で「いまできること」から支援の輪をつなげていきませんか。」
　今後も違う形で郷心会フェアを継続させていきますので、ともにこのコロナ禍を乗り切っていきましょう。

印刷機器建築用品　ドアクローザ自動車構成部品

～マツダ社員に案内されたホームページの画面～
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観 光 農 園

：豊田郡大崎上島町木江5223-2
：0846-62-0056
：みかん 10月中旬～12月初旬、 
  何でも狩り～ 3月下旬（お問い合わせください。）

　尾道市街地から少し離れた川沿いにある、「なかた美術館」は 1997 年に開館しました。20 世紀の初頭に活躍した
エコール・ド・パリの画家たちや日本の近代洋画のコレクションをもとに、様々なテーマの企画展を開催しています。館
内にはフランス料理のレストランもあり、四季折々の庭園の景色を眺めながら、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。
　１０月１０日から2021年２月21日まではコレクション
プラス『絵画のなかの風景』を開催中。所蔵品にあわ
せて、尾道在住の現代美術作家による写真や映像の
作品も展示し、多彩な風景表現をご覧いただけます。
ワークショップやギャラリートークなども開催していま
すので、ぜひお立ち寄りください。

住 　 　 所
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開 館 時 間
駐 車 場
休 業 日
ホームページ

： 尾道市潮見町6-11
： 0848-20-1218
： 9:00 ～ 17:30（入館は 30分前まで）
： 無料（約 20台）
： 月曜日（祝日の場合は翌日、年末年始12/28 ～ 1/4)
： http://www.nakata-museum.jp


