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安芸郷⼼会イベント報告

　10 月 6 日（木）郷心会会員様・関係商工会事務局様の
計 12 名参加にて、マツダミュージアム見学会を実施しま
した。8 月の親子見学会に続いて 2 回目の見学会となり
ます。
　今回は発売間もない新型車 CX-60 も展示されてあり、
早速参加者の関心を呼んでいました。
見学会に参加した会員様からは、
①近くに居ながら、マツダの歴史や取組について知らな
　いことが意外に多く、勉強になった。
②展示は過去・現在・未来で構成され説明も含めて解り
　やすい。
③昔を懐かしんだり、これからのマツダにワクワクする
　体験もできた。
とのコメントをいただきました。
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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

10 ⽉ 6 ⽇ 第２回マツダミュージアム⾒学会

　11 月 11 日（金）安芸郷心会会員他全 26 名参加で『安
全運転講習会』を実施いたしました。
　講師に損害保険ジャパン㈱様とマツダエース㈱様をお
招きし 90 分のメニューで講習いただきました。
　募集対象を代表者及び車両管理担当者に設定し、講習
内容を「事故発生が企業に与える影響」や「アルコール
検知器の導入義務化」「あおり運転の現状と対策」等、安
全管理業務に直接役立つ項目に特化した講習といたしま
した。
　参加各社の安全運転講習に対するニーズも多岐わたっ
ており、安芸郷心会では今後も安全運転に関する講習を
企画し、会員企業様の事故防止の一助となればと考えて
おります。

11 ⽉ 11 ⽇ 安全運転講演会

　10 月 29 日（土）秋晴れの中、安芸郷心会親睦ゴルフ
コンぺを瀬野川カンツリー倶楽部様（安芸郷心会会員）
で行いました。参加者は昨年より一組多い 8 組 /30 名と
なり、にぎやかに開催することができました。
　優勝は昨年に引き続き、㈱オダエンジニアリングの小
田俊夫社長様の 2 連覇となりました。今回も 3 密を避け
た形で運営させていただきましたが、皆様のご協力によ
りスムースな運営ができ事故もなく取り行えたことをご
報告いたします。また、今回使用した賞品は全て安芸郷
心会会員企業様より購入させていただきました。

10 ⽉ 29 ⽇ 安芸郷⼼会親睦ゴルフ⼤会

㈱オダエンジニアリングの
小田俊夫社長様

10 ⽉ 22 ⽇ 府中つばき祭り 11 ⽉ 19 ⽇ かっぽ府中町⺠まつり
　10 月 22 日（土）府中
町空城山公園で開催され
た「府中つばき祭り」に
参加しました。本祭りは、
新型コロナの影響て２０
１９年以来３年ぶりの開
催となります。会場ヘは
朝早くから多くの来場者
が詰めかけとても賑わい
のあるお祭りとなりまし

た。安芸郷心会からは新型 SUV の CX-60 と CX-30 の展
示を行い多くの方にご覧いただきました。
　来場者からは「ロングノーズでかっこいい」「内装が
とても豪華」等の嬉しい感想をいただきました。

　11 月 19 日（土）府中町く
すのきプラザで開催された
「かっぽ府中町民まつり」に
参加しました。好天に恵まれ、
どの出展ブースも大盛況、加
えてステージでの各種パ
フォーマンスもあって、終日
賑わいのあるお祭りとなりま
した。
安芸郷心会からは府中つばき

祭り同様、新型車 CX-60 と CX-30 の展示を行い、多くの方に、
発売間もない新型車の魅力をアピールさせていただきました。
来場者からは「白いボディカラーがボディ形状にとてもマッチ
している」「安全装備がとても充実している」等、賞賛の声を
多数いただきました。



aki kyoshin kai communication vol.5安芸郷⼼会通信  2022 年 12 ⽉号

aki kyoshin kai communication vol.5

株式会社 千 成

会員様ご紹介

従業員さんのお弁当事情は、現在進行形で
様々な課題を抱えています。もちろん、従
業員さんのそんな事情を知っていても、一
人ひとりのご要望に対応するためには様々
な問題を解決しなければなりませんよね。
そんな企業様の「お弁当問題」を、千成の
昼食弁当サービスで解決します！

広島市、呉市、東広島市、安芸郡の企業・病院・
自衛隊などで働かれている皆様へ、一般企
業向けのお弁当を製造し配達納品していま
す。

品質・満⾜度にこだわった
「ランチ事業部」

■㈱千成　呉市築地町 5-10　TEL0823-23-6741　
（管理本部：広島県安芸郡海田町月見町 10-34　TEL:082－821－1075）

⽇本郵便株式会社安芸府中郵便局

■日本郵便㈱安芸府中郵便局　安芸郡府中町浜田本町 1－44　TEL082-281-4861　

つばめ交通 株式会社
つばめ交通では、各種サポートタクシーをご用意しております。

通院サポートタクシー 買い物応援タクシー お墓参りタクシー 妊婦さん応援タクシー

病院に行きたくてもな
かなか一人では行けな
い方の「付き添い」と
病院の「順番取り」を
お手伝いいたします。

ご高齢の方をはじめ外
出がしづらい方のため
に、乗務員がお買い物
の「おつかい」や「付
き添い」 を致します。

お盆にお墓参りにいき
たくてもいけない！そ
んな方のために随行・
代行を致します。是非
一度ご相談ください。

妊婦さんが安心して出
産を迎えられるよう、
陣痛時にお客様をかか
りつけの産婦人科にお
送りします。

TEL082-221-1955（タクシー配車）
TEL082-221-8180（バス・ハイヤー）
TEL082-221-6565（運転代行）
TEL082-222-8181（トラベル）
FAX082-228-5200

ご用命をお待ち申し上げます。

■つばめ交通㈱　広島市東区牛田本町 4-5-10　TEL082-222-8180
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■道祖園㈱　安芸郡海田町三迫 1-29-24　082-823-1414

会員様ご紹介

お昼は和・洋中料理を気軽に利⽤でき、⼣⾷は広島
⾷材を使⽤した和⾷会席・折衷会席・洋⾷コースを
予約制でごゆっくりとご利⽤いただけます。

朝⾷＆モーニング   7 時 00 分〜 11 時 00 分
ランチ  11 時 00 分〜 14 時 00 分
喫茶＆ケーキ 14 時 00 分〜 17 時 00 分
会⾷（要予約） 17 時 00 分〜 21 時 30 分 

⻑年愛されてきたティーラウンジメイプルの味はそのままに
モーニング・ランチ・喫茶会⾷（要予約）と、多くのシーン
で気軽にご利⽤いただけます。

■広島ガーデンパレス　広島市東区光町 1-15-21　TEL082-262-1124

道祖園株式会社

道祖園ゴルフセンターは全面天然芝のフェアウェイを有する自然に囲まれたゴルフ練習場です。打席数も 4 フロア 130 打
席で打席の待ち時間がほとんどございません。道祖園ゴルフセンターでは、道祖園ゴルフスクールを開講中です。道祖園
ゴルフスクールの講師は経験豊富で分かりやすく親切丁寧なレッスンで初心者はもちろん、今まで我流でやってきて伸び
悩みを感じている方は是非お試しください。

株式会社ビッグアーム

■㈱ビッグアーム　広島市中区本川１-1-25　旭進栄ビル2F　082-942-6701
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　マツダ株式会社のクロスオーバー SUV「MAZDA CX-60」のドライビングポジションサポートとドライバー
緊急時対応の技術が、「2022~2023 日本自動車殿堂 カーテクノロジーオブザイヤー」に選定されました。マツ
ダ車が「日本自動車殿堂 カーテクノロジーオブザイヤー」に選定されたのは 2014~2015 年度のデミオ 
SKYACTIV-D 1.5 に続いて、今回が 4 回目となります。CX-60 は、縦置きプラットフォームと高出力パワートレ
インがもたらす滑らかでパワフルな走りに加え、最新の環境・安全性能や安心感を高次元でお届けすることを
目指した、全く新しい SUV です。このたびの選定にあたり、赤外線付きカメラでドライバーを見守り、閉眼
状態等による眠気・居眠り検知、姿勢や頭部位置の変化等により体調急変を高い精度で検出する「ドライバー・
モニタリング」、心臓、脳の血管、てんかんなど脳神経や低血糖等の疾患による意識喪失に対して、ドライバー
の運転が継続できないと判断した場合にクルマが自動で減速停止し、緊急通報まで繋げる先進安全技術「ドラ
イバー異常時対応システム（DEA)」、安全な運転や衝突時の乗員被害の軽減に繋がる自動ドライビングポジショ
ンガイドにより、シート・ステアリング・アウターミラーなどを自動で調整し、推奨するドライビングポジショ
ンに誰でも簡単に合わせられるようサポートする「ドライバー・パーソナライゼーション・システム」が評価
されました。

マツダ⾞のご紹介

安芸郷⼼会イベントのご案内
第 24 回 郷⼼会合同講演会（2/2・⽊）
各地区郷心会の横断的イベントとして「郷心会合同講演会」を開催いたします。
ぜひ皆様のご参加を賜りたくご案内申し上げます。
１．日　時   ：   令和５年２月２日（木） 15：00～ 16：30
２．会　場   ：   広島コンベンションホール ２F　（広島市東区二葉の里3-5-4 広テレビル）
３．内　容   ：   講 師 　国立情報学研究所 社会共有知研究センター
　　　　　　　    　　 センター長・教授　　新井　紀子 氏（あらい    のりこ）
   　　　　　　　    　   演    題　『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』

※申し込みは 11/7 安芸郷心会発送の案内文書をご確認下さい。
    締め切り： 令和５年１月 20日（金）
    お問合せ：安芸郷心会事務局　☎082-282-5133　担当：升田、森本　

このたび、「郷心会西部ブロック　合同講演会」を下記日程で開催いたします。
ご多用とは存じますが、ぜひ皆様のご参加を賜りたくご案内申し上げます。

１．日　時   ：   令和５年2月 7日（火） 15：00～ 16：30
２．会　場   ：   ホテルグランヴィア広島　４F「悠久」
                                 広島市南区松原町1-5　TEL082-262-1111（代表）
３．内　容   ：   講 師 　株式会社 感性リサーチ 代表取締役社長
　                                             黒川　伊保子 氏（くろかわ　いほこ）
                                                 演 題　『人生に効く脳科学～脳が創り出す男女のミゾ、人生の波』

※申し込みは 11/28 安芸郷心会発送の案内文書をご確認下さい。
    締め切り： 令和 4年 12 月 26 日（月）
    お問合せ：安芸郷心会事務局　☎082-282-5133　担当：升田、森本

第 9 回 広島ドラゴンフライズ観戦応援会（2/11・⼟・祝）
西部地区郷心会合同企画にて、恒例のドラゴンフライズ応援観戦会を実施します。
皆様のご参加をお待ち申し上げます。
１．令和５年２月11日（土･祝）　試合開始：14:00
２．対戦カード： 広島ドラゴンフライズ　vs　群馬クレインサンダース
３．会場： 広島サンプラザホール　(広島市西区商工センター３丁目１-１）

※申し込みは 11/7 安芸郷心会発送の案内文書をご確認下さい。
    申込締切：令和４年 11月 30 日（水）
    お問合せ：安芸郷心会事務局　☎082-282-5133　担当：升田、森本

VS

「MAZDA CX-60」のドライビングポジションサポートと
ドライバー緊急時対応の技術が「2022 ～ 2023 日本自動車殿堂
 カーテクノロジーオブザイヤー」に選定

郷⼼会⻄部ブロック（広島・安芸・廿⽇市・⼤⽵）合同講演会（2/7・⽕）

参加費
無 料

参加費
無 料

MAZDA CX-60 ニュース


