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ホームページAKI 
総会・マツダレポート・講演会のご報告
7/20( 水 ) 令和 4 年度安芸郷心会 通常総会・講演会をホテルグランヴィア広島で開催しました。 当日は来賓 12 名、会員
64 名、販売会社・事務局スタッフを含め総勢 95 名の皆様に参加して頂きました。

1 部：通常総会 (２議案 )
規約により、吉田会長が議長となり議事を進行した。
■第１号議案　令和３年度　事業報告書 ( 案 ) 及び収支決算書報告 ( 案 ) について
事務局より令和３年度事業報告書 ( 案 ) 及び収支決算書報告 ( 案 ) についてパワーポイントを使
用して説明。
矢野監事からの監査報告がなされた。質疑はなく、拍手をもって第 1号議案は承認された。

■第２号議案　令和４年度　事業計画書（案）及び収支予算書（案）について
事務局より令和４年度　事業計画書（案）及び収支予算書（案）について説明がなされた。 
質疑はなく、拍手をもって第 2号議案は承認され、すべての議事は終了した。

安芸郷心会会長
吉田　栄二 

広島県商工労働局総括官
山髙 龍治   様

府中町町長
佐藤　信治   様

マツダ株式会社執行役員
東堂　一義   様

２部：マツダ (株 )　商品開発企画部　五味プロジェクトマネージャー
によるマツダレポート 題目：「新商品　MAZDA　CX-60 のご紹介」

9/15 発売を予定している新型車 CX-60 についての解説をパワー
ポイントと映像を駆使して詳しく説明。
迫力ある直 6    3300cc のエンジンサウンドも披露。

会員様の声

マツダ ( 株 )
商品開発企画部  五味 PM

新商品
MAZDA CX-60（9/15 発売予定）

・普段試乗しても聞けない高回転域での直６ディーゼルの迫力の
  あるエンジンサウンドが聞けてワクワクした。
・マツダのラージ商品群のトップバッターである CX-60 にかける
  開発陣の意気込みが良く伝わった。
・サイズ感を含め、実車を早く見てみたい。

３部：高野山真言宗別格本山　南蔵院第 23世住職　林　覚乗先生
特別講演 演題：「心ゆたかに生きる」

林　覚乗先生 講演風景

日常にある出来事を、笑いあり、涙ありで熱弁され聴衆者全員、
心が洗われました！

会員様の声
・素晴らしい講演で、70分間があっという間だった
・心あたたまる話に、途中何度も涙しました。
・経営者として人を育てるうえで、本当に参考になる話だった。また
  聴きたい。
・宗教的な話なのだろうと思っていたが、まったく違いすーっと話が
  入ってきた。
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郷心会HPの QRコードです。
安芸郷心会通信もこちらから

ご覧いただけます。
※パスワード：　2022
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安芸郷心会イベントのご案内とご報告
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「夏休みマツダミュージアム親子見学会」のご報告

「カープ観戦会 Part２」のご報告（VS 読売ジャイアンツ）

開　催　日　　2022 年 8月 26 日 ( 金）　　18：00 試合開始
会              場　　MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島（３塁側内野指定 A 席） 
参 加 会 員　　44 会員 / 総勢 150 名が参加

「マツダミュージアム見学会・Part2」のご案内

開　催　日 2022 年 10 月 6日（木）         
会              場 マツダ ( 株 ) 広島本社内・マツダミュージアム         
募 集 会 員 30 名様（１会員２名まで）         
  ※詳細は　同封の案内文書にてご確認ください         

8月 4日（木）「夏休みマツダミュージアム親子見学会」を会員様37名の参加で開催しました。
マツダミュージアムは本年 5 月 23 日に、施設全体のデザインや展示内容を全面刷新してリニューアルオープンしま
した。参加の皆様には新生マツダミュージアムをご覧いただき、施設や展示内容にご満足いただけたのではないかと
思います。

ロードスターの前で集合写真 マツダの歴史を勉強中！ レーシングカーにも興味深々

安芸郷心会では第２回目の「マツダミュージアム見学会」を今後予定しております。
後日ご案内しますので、是非ご参加をお願いいたします。

・近くにいても普段なかなか見ることができないマツダの工場が見学出来て感激。
・子供が大喜びで、来てよかった。
・子供にもわかりやすい説明やスタッフの数々の気配りがありがたかった。　等の声をいただきました。会員様から

「 安芸郷心会親睦ゴルフコンペ」のご案内
開　催　日 2022 年 10 月 29 日（土） 
会　　　場 瀬野川カンツリー倶楽部
募 集 会 員 32 名様　（1社 4名様まで。先着順で定員になり次第、締切りとさせていただきます。）    
  ※詳細は　同封の案内文書にてご確認ください              

「西部地区郷心会合同釣り大会」のご案内
開　催　日 2022 年 11 月 3日　( 木：祝日 )         
会　　　場 阿多田島　管理釣り場　「大漁丸」
募 集 会 員 安芸郷心会枠：３会員最大６名
  （1 会員につき 2名迄参加可。その場合 1名は付き添いとして参加となりますが交代で参加できます）
  ※詳細は　同封の案内文書にてご確認ください 

今回は大人向けの説明で実施します

日中は気温が上昇し暑かったものの、試合開始とともに球場には時より涼しい風が吹き抜ける絶好のナイター日和の中、「カープ観
戦会 Prat2」が開催されました。30,400 人を超えるほぼ満員のスタンドでの試合観戦となりましたが、皆さん新型コロナ感染対策に
ご協力をいただき、しっかりとマスクを着用されての観戦となりました。試合の方は、中盤までは 3-3 で手に汗握る拮抗した試合展
開となりましたが、７回に１点を取られ、追いかける流れに、一打逆転の場面もありましたが、惜しくも3-4で敗れてしまいました。
残念な結果となってしまいましたが、会員様からは「最後まで目が離せない試合で、楽しかった！」とのお言葉をいただき、接戦だっ
た試合展開を楽しんでいただいたものと思います。
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海田自動車学校様
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　安芸郷心会の会員である　ほめる教習でおなじみの海田自動車学校様に、本年７月末新型マツダ教習車が合
計２７台納入されました。これまでもマツダアクセラ教習車をご使用いただいておりましたが、１０年ぶりの
入替えとなりました。もうすでに稼働を開始しており、小川佳浩社長自らの考案による斬新なデザイン架装に
より、一目で海田自校車とわかる存在感のある教習車となっています。
　生徒さんからの評判も良く、特にサイズ感、取り回しの良さが好評を得ているそうです。

　小川社長に「ほめる教習」についてその真意をお聞きしたところ、「ほめることによって記憶が残って運動
が良くなる」という科学的に証明された理論をもとに、海田自動車学校では「ほめる教習は卒業生の事故率を
下げる有効な手段だ」と考え、５年前から取り入れてきたそうです。最初はスタッフ全員に反対されたそうで
すが、社団法人ほめる達人協会のスタッフを講師に招き、徹底的に「ほめる」という行為を深掘りし、どのよ
うにほめれば伝わるか、理解につながるかを繰り返しトレーニングしたそうです。今ではスタッフ全員が「日
本ほめる達人協会の３級以上の資格を取得しているそうです。
　その結果海田自動車学校の卒業生の事故率は常に県下の平均を下回っており、県警本部長連名による「優秀
校」を６年連続で受賞する快挙を続けているそうです。ほめる教習の目指す成果があらわれていると拝察しま
した。

　コロナ禍で合宿型教習が人気を落とす中、海田自動車学校はほめる教習や県下でいち早くオンライン式の学
科教習を採用する等で好評を得ておられ、遠方からでも海田自動車学校で免許を取りたいと入校される生徒さ
んも多いそうです。
　マツダ教習車の導入で更に、人気に拍車がかかることを祈念しております。

海田自動車学校　〒736-0022 広島県安芸郡海田町蟹原 1-4-73　☎0120-396-396 

会員様ご紹介

海田自動車学校　マツダ教習車　納入レポート＆社長インタビュー

こちらが　小川佳浩　代表取締役社長 社長考案の斬新デザインのボディーペイント

リアビューも主張してます ブルーラインはよく見ると太さが異なる
拘りのライン

ブルーラインは道路を表現、右後方には
こんな遊び心も
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新型クロスオーバー SUV「MAZDA CX-60」の商品情報 Part２

前号（６月号）でも紹介いたしました、9 月 15 日発売予定のマツダ新型車「CX-60」の詳しい情報
がわかって来ましたのでご紹介します。

 CLUB MAZDA のご紹介

CLUB MAZDA とは？

新型車の先行情報やイベント情報など会員限定のコンテンツを配信！
・新型車の先行情報をはじめ、開発秘話、旅行記などさまざまなジャンルのコンテンツをお届けします。
・新型車発表会や試乗会など、会員限定の参加型イベントをオンライン／オフラインで開催します。
・特別な壁紙をご用意（マツダオリジナルの PC・スマホ用壁紙をダウンロードいただけます。）
・オンラインでカタログ請求や見積依頼、試乗申込や商談申込などを手続きすることが可能です。

CLUB MAZDA は、マツダに興味関心をお寄
せいただいている皆様と
“もっとつながる” 

新しい無料会員サービスです。
お客様のカーライフをさらに楽しくするコン

テンツや利便性を高める
機能の提供を行っていきます。

↓↓↓↓↓
新規会員登録

MAZDA CX-60 の特徴

MAZDA CX-60 のグレード　

力強いボディに、知性やエレガンスを融合
させたデザインです。

EXTERIR PERFORMANCE INTERIOR
一新した走りが、フットワークを駆り立て
ます。

触れるものすべてに上質を感じていただける
ような、洗練を極めた空間です。

居住性を確保しながら、ロングノーズ /ショートデッキ
による力強く動きのある骨格の外観に仕上げました。

マツダ初の縦置き FRプラットフォームをはじめ、エン
ジン、AWDシステムを新開発。人馬一体の走りや環境
性能のさらなる進化で、これまでにない” 走る歓びが
実感できます。

デザインと質感を磨き抜いた、特別感のあるインテリ
ア。心地よさを深めるこだわりや工夫が、本物を求め
る大人の心を満たします。

（今回は 9 月 15 日発売を予定している e-SKYACTIV D グレードをご紹介いたします）

黒のナッパレザーシートをはじめ 
黒基調の内外装で引き締めた 
スポーティで洗練されたモデル。 

白のナッパレザーシートとメッキ
基調の外観を備えたモダンで洗練
されたモデル。

タンカラーのレザーシートと内装で
スポーティさと質感を極めたプレミ
アムモデル。

本杢や織物、伝統的な工法を用いた
日本の美を感じさせるプレミアムモ
デル。

MAZDA CX-60
のパワートレイン

eｰSKYACTIV PHEV
（プラグインハイブリッド）

e-SKYACTIV D
（48V マイルドハイブリッド）

SKYACTIV-D 3.3 SKYACTIV-G 2.5

直列 4気筒ガソリン+モーター 
大容量バッテリーと大型モーターを
組み合わせ、高揚感を感じさせるエ
ンジンサウンドと共に力強い走りを
実現。日常ユースのほとんどの場面
でモーター走行も可能。

直列 6気筒ディーゼル+モーター
48V マイルドハイブリッドシステム
「M Hybrid Boost」を搭載し、アク
セルを踏んだ瞬間から感じる上質な
走りと高い環境性能を実現。

直列 6気筒ディーゼル
排気量アップによる高出力化とク
リーンな排ガス性能を同時に実現。

直列 4気筒ガソリンエンジン
軽快なパフォーマンスと優れた燃費
性能を発揮。

CLUB MAZDA 検索

Exclussive
Sports
4WD
8EC-AT


