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　本物の養蜂家が心を込めて採った安心・安全・美味しい、国産にこだわったはちみつをご紹介します。三次はちみ
つ園蜂家 ㈱Beemonte の光源寺さんは先代から７０年余り、本物のはちみつが取れる場所を求め、ミツバチの箱を
トラックに載せて、広島や北海道ではちみつを採取されています。今回、光源寺さんに北海道へ移動される前にお会
いし、お話を伺ってきました。ミツバチの一生は３０日程度で、生まれてすぐは、蜂の子の育児や巣箱の掃除、そして
中盤はミツバチの警護、終盤になるとメスのミツバチだけが蜜を集めに向かうそうです。養蜂家の仕事は蜂のお医者
さんのようなもので、ミツバチにとって過ごしやすい環境を整え、一生を見守りながら、しっかりと採蜜できるように
ミツバチを育てていらっしゃいます。また採蜜するだけでなく、ミツバチを必要とする全国の養蜂家にミツバチの販売
もされています。三次の養蜂家が飼育するミツバチは広島県内の７割以
上を占め、はちみつといえば「三次」だそうです。直販所、インターネッ
トでの販売もされている光源寺さんの本物にこだわった『三次はちみつ』
を是非ご賞味ください。

　【おかあちゃん、間違えんさんな、ますやみそよ！】　このフレーズ、聞き覚えのある方も多いのでは？呉市に本社を
置き、長年広島で親しまれてきたますやみそが手掛けるお店、「ますきち」をご紹介します。味噌をはじめとした日本
の伝統食である発酵食品を食べることができ、「なつかしいけど、新しい」をコ
ンセプトにさまざまメニューが提供され、ランチタイムや帰宅前のひと時にお一
人でも気軽に立ち寄ることができるお店です。味噌の原料でもある米問屋が起
源で麹づくりから始まったますやみそ。長年の発酵の技術を生かした麹へのこ
だわりが「ますきち」にも生かされています。店舗での提供とともに、家庭で
も簡単に調理ができる「お持ち帰り」や「オンラインストア」も展開。ひと手
間かけた『母さんの味』をどんな時でも気軽に便利に利用いただけるお店です。

郷心会だより

2021新春のご挨拶

　明けましておめでとうございます。
　昨年は新型コロナウィルスの影響で、郷心会の活動や取り組み方も変化した年でしたが、皆さまのご協力のもと、乗り越え
ていくことができました。今年の干支である丑（うし）は先を急がず一歩ずつ物事を進めていくことが大切な年と言われます。
今年も引き続き「郷心会の輪」を着実に広げ、広島をさらに盛り上げていきたいと思います。新しい年が皆さまにとって、素
晴らしい年となることを祈念いたします。今年もよろしくお願いいたします。

郷心会連合会　会長　重藤｠｠隆文

　あけましておめでとうございます。
　皆様には、輝かしい新年をお迎えの
ことと、心からお慶び申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルス感染者が
世界中に広がり、県民生活や本県経済
に大きな影響が及ぼされました。本年

は、引き続き、新型コロナの感染拡大の防止を図るとともに、
ウィズ / アフターコロナ時代に即した支援により本県経済の
早期回復を進めてまいります。また、新たに策定した総合計
画「安心⇒誇り⇒挑戦　ひろしまビジョン」によりまして、
県内のどこに住んでいても、県民の皆様お一人お一人が夢
や希望に挑戦できる広島県づくりを推進してまいります。こ
うした取組を進める中で、マツダ車を始めとした「ひろしま
製品」の魅力を広く内外に発信し、消費拡大につなげるこ
とで、県内経済の活性化を図ってまいります。郷心会の皆様
には、引き続き、地域経済の発展に御尽力を賜りますようお
願い申し上げます。新年の門出に当たり、郷心会のますます
の御発展と、会員の皆様のご多幸を心からお祈り申し上げ
ます。

【三次】
倉石会長

【福山】
小丸会長

【呉】
中原会長

【尾道】
杉原会長

【大竹】
西会長

【庄原】
小林会長

お 問 合 せ
直販所住所
T E L

営 業 時 間
ホームページ

：株式会社Beemonte　『三次はちみつ園　蜂家』
：三次市江田川之内町660-1
：0824-66-3838
：9:00 ～ 18:00　不定休
：http://www.8ya-888.com/

お 問 合 せ
店 　 　 舗

ホームページ

：MASUYA　F&D株式会社
：ますきち広島バスセンター店　広島市中区基町6-27　広島バスセンター
：TEL：082-554-2180　営業時間：9:00 ～ 20:00　定休日：なし
：ますきち国泰寺店　広島市中区国泰寺町1-3-17
：TEL：082-569-5130　営業時間：11:30 ～ 15:00 ／ 17:00 ～ 23:00　定休日：日・祝
：https://www.masukichi.jp/

【連合会】【広島】
重藤会長

　11月8日、早朝から「フィッシャーリゾートしょうばら」にて、13会員35名（府中20名、福山15名）の方々が参加され、ルアー
フィッシングを楽しまれました。ルアーフィッシングとは、生き餌を使う釣りとは異なり、疑似餌（ルアー）を用いて行う釣りで、
自然の中にとけ込むスポーツとして近年幅広い年齢層に人気です。昨年に続き、初心者を対象に現地指導員による講習会を開催。
さらに全参加者を対象に魚の大きさを競い合うコンテストも行い、大人の部では 51.5センチ、中学生以下の部では 32.5センチ
の魚を釣った方が優勝されました。今回はコロナ拡大
防止対策として、現地集合・解散、BBQ 大会中止で
の運営となりましたが、好天にも恵まれ、参加者から
は「県北の紅葉の季節を堪能しながらルアーフィッシ
ングに参加できた事が、今年の良い思い出になった」
との感想をいただきました。

【安芸】
浜田会長

【竹原】
日浦会長

【因島】
宮地会長

【東広島】
石井会長

【廿日市】
岩根会長

【三原】
赤利会長

【府中】
田中会長

広島県　湯﨑知事
　新年明けましておめでとうございます。
　 皆様方におかれましては、よき新
年をお迎えのことと、謹んでお慶び申
しあげます。郷心会連合会におかれま
しては、県内製品の販売促進のため、
大変活発な事業活動を展開され、着

実にその成果をあげておられますことに心から敬意を表し
ます。
　さて、当連合会では、地域の雇用･技術を守る中小企業
を全力で支援しつつ、当地域経済発展の先導的役割を果た
すため、様々な活動を展開しています。県内製品愛用運動
も重要な活動の一つであり、引き続き自動車関連産業をは
じめとする県内産業の支援に注力していく所存でございま
す。会員の皆様には、当連合会活動への一層のご支援をお
願い申しあげます。
　結びに、新しい年が皆様方にとりまして素晴らしい年と
なりますよう心から祈念申しあげます。

広島県商工会議所連合会　池田会頭



連合会トピックス

各郷心会トピックス

野球解説者　達川光男さん　講演会　　　　　　　　　　　　郷心会連合会・広島郷心会

郷心会 45 年のあゆみパネルご紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　 郷心会連合会

2021年郷心会合同講演会のご案内 　　　　　　　　　

「MAZDA CX-30」が「2020～2021日本自動車殿堂 カーデザインオブザイヤー」に選定 

　11月 24 日、郷心会連合会と広島郷心会との合同企画として、野球解説者達川光男さんの講演会「苦しみを笑いに変えた野球
人生」がおこなわれました。冒頭、約１５年間にわたり広島東洋カープの名捕手として 3 度の優勝に導いた達川さんの映像が流れ
ました。珍プレー、好プレーありの楽しい内容で会場も笑いの渦に巻き込まれました。
　地元で活躍中のフリーアナウンサー神田康秋さんとの掛け合いは息もピッタリで、ご自身の経験談、関わりのあった選手、監督
のお話をユーモアをふんだんに交えながらお話をされました。
　中でも印象に残ったのが、成功した人は必ず努力をしているという話でした。
　「練習、努力したからといって一人前になるとは限らないが、一人前になった人は必ず努力をしている」とのこと。
　スポーツに限らずどの世界でも、目標を立てることは大切！と力説されていた達川さんのメッセージは、私たち一般社会にも通じ
ることが多いと感じる講演でした。

　広島郷心会からスタートした郷心会は 1975 年の設立以来、今年 45 周年を迎えることができました。これもひとえに応援してく
ださっている各郷心会会員の皆さまのお陰でございます。この場をお借りしてお礼申し上げます。
　このたび、郷心会が歩んできた 45 年を振り返り、郷心会の発足エピソードや歴代会長のご紹介などをまとめたパネルを制作しま
した。今後のイベントなどで展示させていただきますので、ご覧いただけたらと思います。
　50周年に向けて、皆さまとともにさらに飛躍していきたいと思いますので、今後も引き続きよろしくお願いします。

　各地区郷心会の横断的イベントとして「第22回郷心会合同講演会」を開催いたします。
皆様のご参加を賜りたくご案内申し上げます。

　11月24日、リーガロイヤルホテル広島にて、広島県内各郷心会の会長、専務理事、また広島県の要職の方々にご出席いただき『第
60回郷心会連合会 会長会議』が開催されました。コロナ禍における開催のため、各種ガイドラインの遵守、感染予防対策を徹底し、
実施いたしました。     
　郷心会連合会 重藤会長は、「コロナ禍で約１年ぶりの会長会議開催となったが、マツダ車拡販支援の輪を広げ、広島の経済発
展に向け、連携して努力する」と挨拶されました。会議では、上半期の事業経過報告と、来年度の役員体制などが審議、承認さ
れました。マツダ㈱ 丸本社長からは、「マツダを支えてくださった多くの方々への感謝の気持ちを忘れることなく、そして、郷心会
の皆さまと共に、広島県の経済発展に貢献できるよう努めて参ります」と述べられました。閉会の挨拶は尾道郷心会 杉原会長に
ご挨拶いただき、滞りなく終了しました。    

第60回連合会会長会議報告

各会長のご紹介 マツダ㈱　丸本社長 尾道郷心会　杉原会長

笑いの絶えない講演でしたMAZDA CX-30

　マツダ株式会社のクロスオーバー SUV「MAZDA CX-30」が「日本自動車殿堂カーデザインオブザイヤー」に選定されました。
マツダ車が「日本自動車殿堂 カーデザインオブザイヤー」に選定されたのは、2007～ 2008年度のデミオ（３代目）に続いて、
今回が2回目となります。

会議風景 郷心会連合会　重藤会長 広島県商工労働局　佐伯局長

日時：2021年 2月24日（水） 15:00 ～16:30
会場：ANAクラウンプラザホテル広島　

「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～ 」
神津　カンナさん（作家、エッセイスト）講師

内容

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

MAZDA MX-30  100周年記念車

　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。
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いし、お話を伺ってきました。ミツバチの一生は３０日程度で、生まれてすぐは、蜂の子の育児や巣箱の掃除、そして
中盤はミツバチの警護、終盤になるとメスのミツバチだけが蜜を集めに向かうそうです。養蜂家の仕事は蜂のお医者
さんのようなもので、ミツバチにとって過ごしやすい環境を整え、一生を見守りながら、しっかりと採蜜できるように
ミツバチを育てていらっしゃいます。また採蜜するだけでなく、ミツバチを必要とする全国の養蜂家にミツバチの販売
もされています。三次の養蜂家が飼育するミツバチは広島県内の７割以
上を占め、はちみつといえば「三次」だそうです。直販所、インターネッ
トでの販売もされている光源寺さんの本物にこだわった『三次はちみつ』
を是非ご賞味ください。

　【おかあちゃん、間違えんさんな、ますやみそよ！】　このフレーズ、聞き覚えのある方も多いのでは？呉市に本社を
置き、長年広島で親しまれてきたますやみそが手掛けるお店、「ますきち」をご紹介します。味噌をはじめとした日本
の伝統食である発酵食品を食べることができ、「なつかしいけど、新しい」をコ
ンセプトにさまざまメニューが提供され、ランチタイムや帰宅前のひと時にお一
人でも気軽に立ち寄ることができるお店です。味噌の原料でもある米問屋が起
源で麹づくりから始まったますやみそ。長年の発酵の技術を生かした麹へのこ
だわりが「ますきち」にも生かされています。店舗での提供とともに、家庭で
も簡単に調理ができる「お持ち帰り」や「オンラインストア」も展開。ひと手
間かけた『母さんの味』をどんな時でも気軽に便利に利用いただけるお店です。

郷心会だより

2021新春のご挨拶

　明けましておめでとうございます。
　昨年は新型コロナウィルスの影響で、郷心会の活動や取り組み方も変化した年でしたが、皆さまのご協力のもと、乗り越え
ていくことができました。今年の干支である丑（うし）は先を急がず一歩ずつ物事を進めていくことが大切な年と言われます。
今年も引き続き「郷心会の輪」を着実に広げ、広島をさらに盛り上げていきたいと思います。新しい年が皆さまにとって、素
晴らしい年となることを祈念いたします。今年もよろしくお願いいたします。

郷心会連合会　会長　重藤｠｠隆文

　あけましておめでとうございます。
　皆様には、輝かしい新年をお迎えの
ことと、心からお慶び申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルス感染者が
世界中に広がり、県民生活や本県経済
に大きな影響が及ぼされました。本年

は、引き続き、新型コロナの感染拡大の防止を図るとともに、
ウィズ / アフターコロナ時代に即した支援により本県経済の
早期回復を進めてまいります。また、新たに策定した総合計
画「安心⇒誇り⇒挑戦　ひろしまビジョン」によりまして、
県内のどこに住んでいても、県民の皆様お一人お一人が夢
や希望に挑戦できる広島県づくりを推進してまいります。こ
うした取組を進める中で、マツダ車を始めとした「ひろしま
製品」の魅力を広く内外に発信し、消費拡大につなげるこ
とで、県内経済の活性化を図ってまいります。郷心会の皆様
には、引き続き、地域経済の発展に御尽力を賜りますようお
願い申し上げます。新年の門出に当たり、郷心会のますます
の御発展と、会員の皆様のご多幸を心からお祈り申し上げ
ます。

【三次】
倉石会長

【福山】
小丸会長

【呉】
中原会長

【尾道】
杉原会長

【大竹】
西会長

【庄原】
小林会長

お 問 合 せ
直販所住所
T E L

営 業 時 間
ホームページ

：株式会社Beemonte　『三次はちみつ園　蜂家』
：三次市江田川之内町660-1
：0824-66-3838
：9:00 ～ 18:00　不定休
：http://www.8ya-888.com/

お 問 合 せ
店 　 　 舗

ホームページ

：MASUYA　F&D株式会社
：ますきち広島バスセンター店　広島市中区基町6-27　広島バスセンター
：TEL：082-554-2180　営業時間：9:00 ～ 20:00　定休日：なし
：ますきち国泰寺店　広島市中区国泰寺町1-3-17
：TEL：082-569-5130　営業時間：11:30 ～ 15:00 ／ 17:00 ～ 23:00　定休日：日・祝
：https://www.masukichi.jp/

【連合会】【広島】
重藤会長

　11月8日、早朝から「フィッシャーリゾートしょうばら」にて、13会員35名（府中20名、福山15名）の方々が参加され、ルアー
フィッシングを楽しまれました。ルアーフィッシングとは、生き餌を使う釣りとは異なり、疑似餌（ルアー）を用いて行う釣りで、
自然の中にとけ込むスポーツとして近年幅広い年齢層に人気です。昨年に続き、初心者を対象に現地指導員による講習会を開催。
さらに全参加者を対象に魚の大きさを競い合うコンテストも行い、大人の部では 51.5センチ、中学生以下の部では 32.5センチ
の魚を釣った方が優勝されました。今回はコロナ拡大
防止対策として、現地集合・解散、BBQ 大会中止で
の運営となりましたが、好天にも恵まれ、参加者から
は「県北の紅葉の季節を堪能しながらルアーフィッシ
ングに参加できた事が、今年の良い思い出になった」
との感想をいただきました。

【安芸】
浜田会長

【竹原】
日浦会長

【因島】
宮地会長

【東広島】
石井会長

【廿日市】
岩根会長

【三原】
赤利会長

【府中】
田中会長

広島県　湯﨑知事
　新年明けましておめでとうございます。
　 皆様方におかれましては、よき新
年をお迎えのことと、謹んでお慶び申
しあげます。郷心会連合会におかれま
しては、県内製品の販売促進のため、
大変活発な事業活動を展開され、着

実にその成果をあげておられますことに心から敬意を表し
ます。
　さて、当連合会では、地域の雇用･技術を守る中小企業
を全力で支援しつつ、当地域経済発展の先導的役割を果た
すため、様々な活動を展開しています。県内製品愛用運動
も重要な活動の一つであり、引き続き自動車関連産業をは
じめとする県内産業の支援に注力していく所存でございま
す。会員の皆様には、当連合会活動への一層のご支援をお
願い申しあげます。
　結びに、新しい年が皆様方にとりまして素晴らしい年と
なりますよう心から祈念申しあげます。

広島県商工会議所連合会　池田会頭


