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東広島・呉・竹原郷心会合同
チャリティゴルフコンペ開催

Friendship HIGASHIHIROSHIMA

10月23日（土）に郷原カントリークラブに
おいて、東広島・呉・竹原郷心会で、合同チャリ
ティーゴルフコンペを初めて開催しました。
参加者は東広島18名、呉23名、竹原2名

12

の総勢43名の方に参加して頂き、快晴の

2021.

中、ゴルフを楽しんでいただきました。今回はコロナ感染対策として開会
式・プレー後の表彰式は行わず、後日賞品をお渡しさせていただきました。
会員の皆様より、
「快晴の中でプレーできて楽しかった」
「昔お世話になっ
た他郷心会の方と一緒にプレーできてよかったです」との感想もいただき
ました。
参加者の皆様から頂いたチャリティー募金は呉社会福祉協議会の方へ
寄付させていただきました。今後も他郷心会会員様との交流を行いたいと
思います。

イベント紹介 ❷

マツダ車展示：ひがしひろしま環境フェア
1０月24日（日）に東広島市中央公園において、ひがしひろしま環境フェ
アが開催され、マツダ車のMX-30EVモデルを展示・試乗を行いました。
昨年は、コロナ禍でｗeb開催でしたが、今年度は緊急事態宣言も解除さ
れましたので、コロナ感染対策をしっかり行った上での、
リアル開催となり
ました。環境に関してのイベントですので郷心会として、MX-30EVモデル
を出展し、来ていただいた多くの皆様に見ていただきました。

ごあいさつ
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東洋化成工業㈱

相談役

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。
広島県下におきましても10月14日に集中対策期間も終了し、
少しずつ日常が戻ってきている状況となりました。東広島郷心会も
10月に合同ゴルフコンペ、11月には広響定期演奏会とコロナ感
染状況を見ながら開催しました。
12月以降も、
イベント案内を進めておりますので、
お時間があり
ましたら是非参加していただければと思います。
よろしくお願いい
たします。

㈱沖川産業

新会員紹介

平成元年創業の沖川産業は広島県東広島市西条町にございます一般土木、解体事業を営む会社です。
親切・丁寧な仕事に自信がございます。
今後とも、今まで以上に創業時の精神を忘れず、今まで培ってきた技術と経験を生かしながら、一般土木、解体事業
業界の中心として、常に新しい技術と人材を活用し、皆様のお役にたつよう努めていきたいと思っております。
工事の見積り・相談は無料です。お気軽にお問合せください。

〒739-0041 広島県東広島市西条町寺家2712
TEL：082-431-3901 FAX：082-431-3902

イベント紹介

東広島・竹原郷心会 第2回広響定期演奏会開催
11月14日（日）に東広島芸術文化ホールくららにおいて、
東広島・竹原郷心会 第2回広響定期演奏会開催しました。
今年の参加者は東広島５6名、竹原23名の総勢79名の方
が参加されました。
今回は、広響第５代音楽監督を務めた十束尚宏氏とヨー
ロッパを拠点に活躍するピアニスト菊池洋子氏をお迎えし、
ベートーベンのピアノ協奏曲ニ長調 作品61aやブラームス、
交響曲第2番ニ長調作品73 の演奏でした。参加された方か
らは、
「毎年、楽しみにしていました！特にベートーベンのピアノ
協奏曲が素晴らしかったです。
ピアノ独奏の菊池洋子さんのテ
クニック、表現力は圧巻でした、
と こんな言葉では表現ができ
ないくらいの感動をいただきました。」
「ビッグネームのベー
トーベンとブラームス、
しかもオーケストラの華であるピアノ･
コンチェルトと交響曲、聴きごたえ充分でした。参加してよかっ
たです」等のお言葉もいただきました。
東広島市でのこのイベントも4回目となり、毎年楽しみにし
ておられる会員様もいらっしゃいます。来年もこのような機会
をご案内できればと思っています。

Member’s Square

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

㈱ 中立製作所 広島工場

㈲ 鉄南精機

塑性加工・接合加工等、
パイプ加工の事なら
何でも気軽におたずねください。

誠意と技術でお客様のご要望に応えます

パイプ材料の切断から、
各塑性加工・接合加工、
そしてアッセンブリまでを
ＣＮＣ機をはじめとする量産設備で一貫したパイプ製品加工を行います。

〒729‑1406

TEL 0847-33-1125

三原市大和町下徳良655‑17 Fax 0847‑33‑1114
http://www.churitsu-s.co.jp/

創業以来50年、自動車産業に欠かせないプラスチック射出成形金型製
造を手掛けてきました。お客様の要望にこたえるため、日夜技術力の向
上に研鑚しております。

〒739‑2201

TEL 082-437-1800
東広島市河内町中河内300‑5

Fax 082‑420‑7034

㈱ 福之信

国産部品工業 ㈱ 広島営業所

環境に優しく、そして地域と共に成長していきます

国産部品工業のファンを増やしていくために。

清酒等の空き瓶を全国から回収・洗浄し、酒造メーカー様へ納入するリユース業務を行っ
ています。
「一升瓶は古くからの日本の文化」安全で地球に優しいガラス瓶の良さを推奨
し、専用の活水器(FFC)を使用して水にもこだわり、地球環境の改善に貢献していきたいで
す。
また、障害者の雇用にも積極的にとりくんでおります。

シールとは
「密封する」
という意味です。
自動車には燃焼ガスや冷却水、
オイル類など様々な流体が存在します。
我々はこれらの流体を密封する(＝漏らさない)ための製品を作っています。

TEL 082-433-3456

〒739‑0269

東広島市志和町志和堀3613

Fax 082‑433‑3818

TEL 082-426-6650

〒739‑0131

東広島市西条下見6‑11‑25 Fax 082‑434‑4132
https://www.kbk-k.co.jp/

田島運送 ㈲

㈲ 安井損害保険事務所

物流でマツダを支える田島運送

お客様に安心をお届けします！
！

東広島から部品をマツダの工場へ運んでいます。
正確そして安全な物流を目指します。

〒739‑0152

TEL 082-429-0656
東広島市八本松町吉川1500‑1

Fax 082‑429‑0359

私達は地域に密着し、
お客様のリスクを総合的にカバー。
お気軽にご相談ください。

TEL 082-422-5787

〒739‑0024

東広島市西条町御薗宇635‑2

Fax 082‑422‑8890
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マツダニュース ❶

マツダ、2022年以降のクロスオーバーSUV商品群の拡充計画を発表
マツダ㈱は10月7日、2022年以降のクロスオーバーSUV商品群の拡充計画を発表しました。米国新工場で生産する
「MAZDA CX-50」や、ラージ商品群の「MAZDA CX-60」
「 MAZDA CX-70」
「 MAZDA CX-80」
「 MAZDA CX-90」を
2022年から翌年にかけて新たに導入し、
グローバルに成長を続けるSUVセグメントにおいて、最新の環境性能と
「走る歓び」
を両
立させた多様な選択肢をお客さまに提供してまいります。
ラージ商品群のCX-60、CX-70、CX-80、CX-90は、既存モデルのMAZDA CX-5や上記CX-50から上の幅広い価格帯に位
置するモデルで、2つの異なるボディタイプと2列と3列の2つのシートタイプを展開します。道路や駐車場が比較的狭い欧州や日
本には、2列シートのCX-60、3列シートのCX-80を、一方、
より大きなサイズや存在感が求められる北米などの市場には、
ワイドボ
ディ2列シートのCX-70、3列シートのCX-90を展開し、
ミッドサイズクロスオーバーSUVのラインアップを拡充させます。

〈2022年以降導入予定のクロスオーバーSUV商品群〉
主要導入市場

モデル

商品群

MAZDA CX-60（2列シート）
ラージ商品群

欧州、日本、他

MAZDA CX-70（ワイドボディ2列シート）
MAZDA CX-80（3列シート）

欧州、日本、他

MAZDA CX-90（ワイドボディ3列シート）
スモール商品群

北米、他

MAZDA CX-50

北米、他
米国

マツダニュース ❷

「MAZDA3」
「MAZDA CX-30」を商品改良し、特別仕様車を追加
マツダ㈱は「MAZDA3」
「 MAZDA CX-30」の一部商
品改良を行い、e-SKYACTIV-X搭載車に新機種「Smart
Edition」
と、すべてのパワートレイン搭載車に特別仕様
車「Black Tone Edition」
を追加しました。
10月28日予約受付を開始し、11月下旬に発売を予定
しています。今回の商品改良では、
ダイナミクス・燃費・装
備などの改良および新外板色の追加を行っています。ま
た、機種ラインナップのリニューアルおよび特別仕様車の
追加設定を行いました。ぜひ、現車をお近くの販売店でお
確かめください。
MAZDA3 FASTBACK X L-Package（2WD車）
新外板色「プラチナクォーツメタリック」

東広島郷心会事務局からご挨拶
東広島郷心会のインスタグラムをぜひフォローしてください! よろしくお願いいたします。
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〒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
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