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新年にあたって 吉田会長挨拶

安芸郷心会イベントのご案内とご報告
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謹んで新春のお慶びを申し上げます。

旧年中は安芸郷心会に対し格別のお引き立てを賜わり厚く御礼申し上げます。

本年も倍旧のお引き立てのほど切にお願い申し上げます。

さて安芸郷心会は昨年８月で２５周年を迎えました。１４郷心会の中では２番目に若

い郷心会ではありますが、それでも４半世紀を迎えたことになります。これもひとえ

に会員の皆様の、自動車産業を中心とした郷土産業の発展・振興活動に対するご協力

の賜物と考えております。あらためて御礼を申し上げます。  

新型コロナウィルス感染症が、まだしばらくは注意しなければならない状況が続くと

は思いますが、できることから私たちの幸せのために歩みを進めていきたいと考えて

おります。

各会員ご一同様のご健康とご多幸をお祈り申し上げますとともに、本年もより一層の

ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

12 月 16 日 ( 木 )「令和 3 年度第 2 回役員会」を参加役員 16 名、事務局４名でサンピア・アキにて感染予防対

策を徹底し開催いたしました。

冒頭、吉田栄二会長（㈱シーエル広島　代表取締役）より開会挨拶、浜田一行顧問（安芸郷心会前会長）の御礼挨拶、

そして来賓として出席された郷心会連合会西本ブロック長から挨拶とマツダの近況報告がありました。その後

議事に移り、第１号議案：12/9 郷心会連合会会長会議の報告、第２号議案：令和３年度　安芸郷心会今期これ

までの活動報告、第３号議案：令和３年度　１～３月の活動取組案の説明が事務局より行われ、いずれも原案

通り承認されました。最後は金子副会長（金子勉強堂　代表 )の閉会挨拶で終了いたしました。尚、例年行って

いた会議後の昼食会はコロナ感染防止の為行わず、お弁当をお持ち帰りいただき、解散となりました。

吉 田 栄 二

安芸郷心会　令和 3 年度第 2 回役員会（12/16）

吉 田 会 長 浜 田 顧 問 全 体 風 景

安芸郷心会  会長
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aki kyoshin kai communication vol.2安芸郷心会通信  2022 年 新春号
発行　安芸郷心会事務局 2022.1.6

安芸郷心会イベントのご案内とご報告

aki kyoshin kai communication vol.2

来る2月 23日（祝）安芸郷心会創立25周年記念行事として講演会を開催いたします。
講師は高野山真言宗別格本山　南蔵院　第23世住職　林　覚乗（はやしかくじょう）氏。
同氏の講演会は毎年200回も行われる等、全国的に大変人気がございます。
皆様もこの機会をお聞き逃しなく、早めのお申込みをお勧めいたします。詳細以下参照 林  覚乗 住職

安芸郷心会創立 25 周年記念講演会のご案内（2/23）

講師

日　　時　　令和４年２月２３日 ( 祝）　15:00 ～ 16:45　
会　　場　　ホテルグランヴィア広島　４F  悠久の間
講　　師　　高野山真言宗別格本山　南蔵院　第 23世住職　林　覚乗（はやしかくじょう）
募集人数　　<入場無料>先着７０名迄（但し 1会員あたり 2名迄 )　参加者お土産付き（1会員 1個）　　
申込方法　　1月 7日事務局発信の会員向郵便案内の中に申込書が同封されています。

「出会う人に明るさを与えられる人間でありたい」 を信条に、 人生を生きるということについて様々な実話
を交えて、 生きることの大切さを問いかける。 講演を 「現代の布教」 と位置づけ、 エネルギッシュに活
動される超人気講師。 笑いあり、涙ありの現代的説法でわかりやすくためになる満足度１００％の講演です。
コロナ禍という未曽有の環境の中で 「心ゆたかに生きる」 方法を、 明るく前向きに考えてみませんか？

入場
無料

（広島市南区松原町 1-5）

会員企業様のお仕事紹介

㈱マイ・コック様は企業向け昼食弁当、宅配サービス ( お弁当製造・販売）を販売されている会
社です。今回ご紹介するのは！！
①あらかじめもち麦とこしひかり米を１：４でブレンドした「広島米麦 HIROSHIMA MAIMU」と
②もち麦１００％のボトルで、お好みでお米とブレンドいただく「広島きらり　HIROSHIMA 
KIRARI」です。
「広島きらり」の最大の特徴は、食物繊維βグルカンが豊富に入っていることで
効果１   血中コレステロールを低減させる　⇒　吸収を防いで排出してくれる
効果２   水溶性食物繊維であるため、腸内細菌のエサとなることで腸内環境を整える。
　加えて高い栄養価があり消費者の健康にお役立ちできるとのことです。

（株）マイ・コック様
もち麦「広島きらり」で腸内環境を整えて健康に留意！

＜商品の問合せ先＞ ㈱マイ･コック　 代表者：松井　勇也 
広島市安芸区中野 1-8-3  ☎082-893-2626
ホームページ　https://www.hiroshima-mycook.jp/

コーヒーストーリー・ニシナ屋様は、広島市中区立町、江戸時代から中の棚と呼ばれている 場所
にある、 5０種類以上のコーヒー豆を揃えた豆販売の専門店です。 ①自分の好みに合ったコーヒー
豆を探す。②店内にある焙煎機で好みにあった煎り方で焙煎する。これらのコーヒー選びの魅力を
感じて欲しいとの想いから、2008年 11月にオープンされました。 店内には緑の豆（生豆）が並び、
初めてお越しになったお客様の多くが驚かれます。 あまりにも種類が多い（５０種）ため、迷われ
る方もいらっしゃいますが、お客様の嗜好に合わせてスタッフの方が親切にアドバイスいただけ
ますので、まったく心配はいりません！！店主の福永さんは「人との出会いを大切にし、笑顔で
何度も足を運んでいただけるお店にしたい！」とおっしゃっておられました。皆様もお近くに寄
られた際は是非お立ち寄りください。

コーヒーストーリー・ニシナ屋様
本格コーヒーが楽しめる、緑の豆のコーヒーステーション

＜商品の問合せ先＞

店主　福永　高
広島市中区立町1-12 イナリビル２F ☎082-246-8763
定休日なし　　営業時間　11：00～ 19：00
ホームページ　https://coffee-story.jp/

ご注文は3本単位
（500ML×3）で
お願いします
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　熊野貨物運輸㈱様は、マツダロジスティックス㈱を通じて主にマツダの部
品輸送を担っていただいている企業様で安芸郷心会に加入いただいてます。
この度 MX-30EV（電気自動車）を発売と同時にご購入いただいた岡田社長
様にその魅力をお伺いいたしました。
岡田社長様は以前よりＥＶ車に興味をお持ちで、発表と同時に契約をされた
とのこと。主な用途は県内３か所にある自社拠点間移動をはじめ、主に県内
移動に充てられています。
お気に入りポイントは、
①内外装のデザインが斬新であること
②ＥＶらしく加速に力強さがあり加速Gを感じられること
③乗り心地が素晴らしく、静かな車内で大好きな音楽を迫力ある BOSE サウ
ンドで満喫できること　とのことです。
また購入時にマツダＳＫＹプラン ( 残価設定ローン ) がＥＶ車でも使用でき
たのが、大きな決め手になったとのこと。岡田社長様は他にも愛着のＭＰＶ
と拘りのカペラワゴンも所有されており、釣りやゴルフ、遠出等で車を使い
分け、カーライフをエンジョイされておられます。
お忙しい中での取材でしたが、ＭＸ-３０ＥＶについての魅力をお伺いするこ
とが出来ました。岡田社長様ありがとうございました。
これからも末永くマツダ車をご愛用頂きますよう、よろしくお願いいたしま
す。

熊野貨物運輸㈱様   MX-30EV（電気自動車）のルポ

■熊野貨物運輸株式会社
　安芸郡坂町北新地4-5-9
　☎082-820-1580

郷心会ホームページがリニューアルいたしました！！

ホームページ
QR コード

今回のリニューアルのポイントは、
①セキュリティ強化     ②デザインの変更   ③会員専用サイトの開設
などがあり、視覚的にも大変見やすいホームページとなっております。
各郷心会とも続々と皆様に役立つ情報をアップしております！
右上にある郷心会URLよりお入りいただくか、検索エンジンで「郷心会」と検索下さい。

新ホームページ URL　　https://www.kyoshinkai.jp郷心会ホームページのご紹介

「会員専用サイト」へはこちらからお入り下さい（パスワード：2022）

※会員様のPR記事等をご紹介させていただくことが出来ますので、ご希望の会員様は安芸郷心会事務局までお問い合わせください！！
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「MAZDA CX-5」を大幅改良

MAZDA CX-5 Sports Appearance
ソウルレッドクリスタルメタリック

MAZDA CX-5 Field Journey
ジルコンサンドメタリック（新色）

MAZDA CX-5 Exclusive Mode
スノーフレイクホワイトパールマイカ

デザインとダイナミクス性能の進化に加え、特別仕様車2種を追加
多様化するお客さまのライフスタイル・価値観に対応

今回の商品改良では最新の魂動デザインを取り入れたデザイン表現の進化、お客さまの趣向に幅広く対応することを目指し 2 種の特別仕
様車を追加、そして新世代商品で開発した技術の採用によるダイナミクス性能の進化や利便性と安全性の向上を実施しました。SUV らし
い力強さと都会的でエレガントな美しさを融合したデザインに仕上げるため、フロントフェイス・フロントグリルの意匠の大幅変更に加
え、前後ランプもランプ外形とランプユニットのデザインを変更しました。また、新たに外板色「ジルコンサンドメタリック」を追加し
ています。
お客さまのライフスタイル・価値観の多様化に対応するため、スポーティな気持ちの昂ぶりや都会性を求める方のために「Sports 
Appearance（スポーツアピアランス）」、家族や仲間と日常生活もアウトドアライフも楽しみ、都会と自然を自由に行き来する方のため
に「Field Journey（フィールドジャーニー）」の特別仕様車2種を追加。美しさやつくり込みに更なる特別感を加えた「Exclusive Mode（エ
クスクルーシブモード）」と合わせて、テイストの異なる3つの世界観を表現しました。

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いました。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、お客さまにお選びいただきやすくしています。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、ドライバーの意のままに操る自在感と爽快感を向上させるために、アクセルペダルの操作力の
最適化などによりクルマとの一体感が増す加速フィールとエンジンサウンドを造り込みました。また、一部機種の燃費を改善したことに
より、e-SKYACTIV X 搭載車のすべての機種が、2030 年度燃費基準における減税対象となります。加えて、「MAZDA3」のターンランプを
「CX-30」に採用した魂動デザインにつながるような生命感を持たせた「ディミングターンシグナル」に変更。2 車種において新外板色と
なる「プラチナクォーツメタリック」を、「MAZDA3 SEDAN」にポリメタルグレーメタリックを選択できるようにしました。
詳しくはマツダホームページ（https://www.mazda.co.jp/）をご覧ください。

「MAZDA3」「MAZDA CX-30」を一部商品改良
- e-SKYACTIV X 搭載車に新機種と、特別仕様車を追加 -

MAZDA3 FASTBACK X L-Package (2WD車 )
新外板色「プラチナクォーツメタリック」

MAZDA CX-30 X Black Tone Edition (2WD車 )
ホームページ

〈マツダ基本データ〉


