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９月２５日(日)に香木の森公園香夢里駐車場において、「Ａ級グルメと神楽フェスタ」を開催し、
当日は町内外から約 3000 人の来場者がありました。このイベントは、商工会が主催し、邑南町
の良質な資源を活かした商品の販売拡大や地域活性化を目的として行っています。
３回目となる今回は町内１８団体と浜田市から１団体の出店がありました。屋台村では石見ポー
クや矢上高校の味噌焼きそばなど、地域の特産品を活かした料理等を販売し、行列ができるなど人
気を博しました。
また、特設ステージでは町出身のメンバーが所属するボーカルユニット「Ｘ＋」によるライブや
地元神楽団による勇壮な舞が披露され、大いにイベントを盛り上げました。
来年度も今回の課題・反省点を活かしより良いイベントとなるように、努力してまいります。ご
協力いただきました事業所の皆様、ありがとうございました。

（バザー会場）

【 本 所

（お楽しみ抽選会）

ト イ レ 改 修 に つ い て】

石見本所１階女子トイレの内、１か所を和式から洋式に変更することが理事会で決定しました。
つきましては、次の通り様式及び入札方法等に関する説明会を開催します。入札希望の方は出席くださ
い。
■日
時 平成２８年１０月１７日(月) 午前１０時
■場
所 邑南町商工会 本所２階会議室
■内
容 修繕箇所説明、入札方法説明、質疑応答
■募集期間 準備の都合上参加希望の方は、１０月１４
日の１７時までに、本所へＦＡＸ(95-0904)
又は電話(95-0278 担当：三浦)でお知
らせ下さい。

～「知財」を活かすビジネスプランを作成する～
地域の中小企業者等を対象にした、企業を担う中核的人材の知財スキルの向上に向けて、知財活
用の取り組み段階や課題に対応した講座が開催されます。
特許権や商標権だけが知的財産ではありません。権利化されていなくても会社の創意工夫により
生まれた全ての経営資源を含み、自社の強みとしてどの会社にも存在するものです。講座を通じて、
その自社の強み＝『知財』を見える化することにより経営課題解決の手段としての活用について検
討して頂きます。
【日時】 第 1 回

11 月 22 日(火)13:30～15:30

第 2 回 12 月 13 日(火) 10:00～12:00

第3回

12 月 13 日(火)13:00～15:30

第4回

【場所】 テクノアークしまね

小会議室

(松江市北陵町 1)

【内容】 ①知財の 8 つの効果と活用事例
￥

②知財の見える化の意義
③知財を経営に活かすには
④知財を活用したプランの発表
【申込】 一般社団法人 島根県発明協会
TEL

0852-60-5146

FAX

0852-60-5148

６次産業化に取り組む商工業者・農林漁業者等に対
して、加工品等の商品開発、流通に係る指導・助言
等を行う６次産業化アドバイザーを派遣します。
地域の特性を活かした、創造的な６次産業化の取り
組を支援することで、地域の活性化につなげていく
ことを目的とします。

アドバイザーの専門分野
食品表示・経営・商品開発・人材育成・知的財産・
加工品流通支援・衛生知識・パッケージ作成・販路
拡大・企業連携支援・生産技術など
＊予算上限に達した段階で募集を終了します。
詳しくはしまねブランド推進課 6 次産業化スタッフ
℡

2 月 14 日(火) 14:00～17:00

0852-22-5283 までお問い合わせください

１０月から最低賃金が改定になりました

雇用保険の適用拡大について！

10 月 1 日から島根県の最低賃金が改定になり
ました。

平成 29 年１月１日より 65 歳以上の
方も「高年齢被保険者」として雇用保
険の適用対象となります。
○平成 29 年１月１日以降に新たに
65 歳以上の労働者を雇用した場合。
○平成 28 年 12 月末までに 65 歳以
上の労働者を雇用し、平成 29 年 1 月
1 日以降も継続して雇用する場合。
○平成 28 年 12 月末時点で高年齢継
続被保険者である労働者を平成 29 年

最低賃金制度は、最低賃金法により国が最低賃金
額を定め、産業や職種に関わりなく、常用・臨時・
パートなど全ての労働者に適用されるものです。
なお、最低賃金制度には、都道府県ごとの「地域
別最低賃金」と、特定の産業が対象の「特定最低賃
金」があります。

地域別最低賃
金額

718 円
(時間)

全ての労働者
へ適用。

1 月 1 日以降も継続して雇用している
場合。

事務所閉所のお知らせ
１０月２６日(水)16 時から商工会本所で、
職員会議を行うため、瑞穂支所・羽須美
支所は当日の１５時 30 分ごろから閉所さ
させていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力
お願いします。

☆☆☆需要動向についての情報提供 PART①☆☆☆
秋といえば運動会や食欲の秋、読書の秋など色々なものが思い浮かびますが、一番は観光で
はないでしょうか？？
そこで、今回は県内近隣主要施設の入込客数の動向について情報提供いたします(^_^.)
施設名
三瓶自然館
仁摩サンドミュージアム
香木の森公園
風の国
アクアス
しまねお魚センター
きんたの里

市町村名
大田市
大田市
邑南町
江津市
浜田市
浜田市
浜田市

Ｈ28 年 7 月期 Ｈ27 年 7 月期
１７，１６１
１２，９３０
３，９４３
３，４２２
８，６１６
８，０８８
５，３９４
５，８５９
３７，９９５
３２，６９７
１３，８６７
１３，２１９
６，１３２
６，５９１

対前年同月比
１３２．７％
１１５．２％
１０６．５％
９２．１％
１１６．２％
１０４．９％
９３．０％

邑南町役場保健課から乳がん検診のお知らせ！！
近年、日本人女性の１４人に１人が乳がんにかかると言われています。乳がんは女性が一
生のうちで一番かかりやすいがんです。
●マンモグラフィはこんな検査です！
いわゆるおっぱいのレントゲン検査です。プラスチック板と撮影台に乳房を挟んで、上か
らレントゲンを撮ります。全て女性の技師が担当します。
【ランチタイム健診】
お問い合わせは役場保健課
11 月９日(水)
田所公民館
電話 83-1123 までお願いし
11 月 15 日(火)・16 日(水) 矢上交流センター
ます
【日曜検診】
中野公民館
田所公民館
＊医療機関が実施する個別検診も行っています。ご自
分の都合に合わせて健診を受けることができるため、
お忙しい方にオススメです。
●対象の方には、集落衛生委員さんを通じて申込書を
配布しますのでお申込み下さい。詳細については健康
カレンダーをご覧ください。
11 月 13 日(日)

貯蓄共済推進します！
商工貯蓄共済とは、貯蓄と保障が一体となっ
た会員様のための制度です。

陰陽神楽競演大会について！
青年部では、今年度も陰陽神楽競演大会を
開催します。

また、貯蓄共済に加入されている方を対象と
した、医療保障特約もオススメです。割安な保￥
険料で病気やケガで入院された時は１泊２日

日時
場所

10 月 22 日(土)10:30 開会式
邑南町健康センター(元気館)

から、日額５千円～１万円の入院給付金が受け
取れ、入院や手術が無かった場合は１口当た
り、５年毎に５万円の無事故給付金が受け取れ

現在部員一同力を合わせて準備を進めて
いる所です。前売券につきましては、商
工会又は青年部員までお問い合わせ下さ
い。大勢の方々の来場をお待ちしていま
す。

る仕組みです。

タバコを吸う人も、吸わ
ない人も検診は必要で
す。肺がん死亡数は男女
合わせて 1 番多いです。

