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懐かしい味、新しい味、邑南町から
「まごころ」を贈りませんか？
邑南町自慢したいあの人に・・・
遠く離れて暮らすご家族に・・・
「わあ～懐かしい」
「あ、新しいね！」と
喜んでいただけるようなものを取り揃え
ました。
お中元などの贈り物に是非ご利用くださ
い。

【カタログ設置店一覧】
☆瑞穂地区
Ｙショップ朝日屋

ＮＹはまのや

木村酒店

ファミリーショップ
うめだ

☆石見地区
ダイシン

Ｙショップまるきん

いこいの村しまね
☆羽須美地区
ＪＡ口羽店（ロッジヌーク）
加藤商店

日高商店

お近くのカタログ設置店へＧＯ！
邑南町商工会 商品券

使用できる店舗

使ってますか？さくらカード
貯めてますか？さくらポイント
お得がい～っぱいの

などのお問合わせは

さくらカード

お近くの商工会へ！

是非ご利用ください！

贈り物などにも
是非ご活用ください！

～平成 29 年度 企業支援施策 説明会・
相談会が開催されます～
「補助金や助成金についてもっと知りたい」
「支援制度ってどんなことがあるの？」
島根県には、県内の事業者様に向けて様々な支援
を行う機関がたくさんあります。この説明会で
は、それぞれの実施機関が一同に集まり、皆様の
疑問を解決します！
--説明会内容の例--☆島根労働局：キャリアアップ助成金について
☆高齢・障害・求職者雇用支援機構：高齢者雇用

☆マル経融資をご活用下さい☆
■マル経とは？？
商工会の会員が経営改善を目的として
資金の借り入れを行う場合に、商工会が
推薦し㈱日本政策金融公庫から、
無担保・無保証人で融資が受けられる制度で
す。
・融資限度…2,000 万
・利
率…1.11%(平成 29 年 6 月末現在)
・返済期間…運転 7 年、設備 10 年以内

支援に関する助成金について
☆島根県経営者協会：若手社員の職場定着・育成
支援について

などなど・・・

--開催場所と日程--益田：〈益田合同庁舎〉 浜田：
〈県立大学〉
7 月 11 日（火）

7 月 12 日（水）

13：30～16：40

13：30～16：40

出雲：
〈出雲合同庁舎〉 松江：
〈松江合同庁舎〉

■一日公庫について
日時：7 月 24 日 10：00～
会場：瑞穂支所
別紙にて、㈱日本政策金融公庫「一日公庫」
の案内の用紙を入れております。是非ご活用
ください！

7 月 19 日（水）

7 月 20 日（木）

★平成 29 年度 第 3 回事業承継支援助成金
の公募を開始します！★

13：30～16：40

13：30～16：40

島根県では、県内中小企業者が行う事業承継を契
機とした体制整備や新たな取り組みを支援する独

大田：〈大田商工会議所〉

※締め切りは

自の助成制度を設けています。経費の一部を助成

7 月 27 日（木）

各日程の 1 週間前

することで、事業承継や事業承継後の後継者に経

13：30～16：40

までとなります！

営基盤の確立を促し、地域経済の基盤を担う小規
模事業者・中小企業者の事業維持に資することを

ご希望の方は日程と場所をご確認のうえ、
商工会 95-0278 担当：吉岡まで
ご連絡お待ちしております。

目的に実施されます。
助成制度の利用にあたっては、別途行われる公募
に申込み、県の審査を受ける必要があります。事
業承継計画の作成については、商工会で支援を行
っています。

【経営計画作りませんか！】
邑南町商工会では、会員の皆様と一緒に、経

公募期間は、平成 29 年 7 月 3 日（月）～
8 月 4 日（金）です。

営計画を作成するお手伝いを行います！必要に

詳しくは、別紙にてお知らせいたしますので、ご

応じて、専門家と一緒になってこれからの経営

覧いただき、興味のある方はお早めに商工会指導

計画を考えていきます。

員までお問合せ下さい！

お近くの商工会窓口へ！
皆様のお越しをお待ちして
おります！！

別紙にて役場保健課より「事業所向け健康出前講
座」のお知らせがあります！
皆様の健康増進のために、
是非ご利用ください！
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6 月 24 日（土）に、邑南町矢上交流センターにおいて、第 4８回石東ブロック商工会青年部・女性部研修
大会を開催、島根県商工会連合会石飛会長はじめ、県青連会長、県女連会長、たくさんの方々が邑南町にいら
っしゃいました。
記念式典の後、主張発表が行われ、美郷町商工会青年部の石田部員が青年部活動と事業の関わり、地域振興
などについて述べられました。また、講演会では石橋邑南町長が「小さな町の大きな挑戦」と題して講演をさ
れました。フィンランドで 2020 年東京五輪でのパラリンピック合宿誘致を行ったこと、邑南町のまちづく
りについて事例を交えながら講演されました。
講演会終了後、次期開催地として桜江町商工会の青年部・女性部員がステージ上で PR を行いました。女性
部は午前中よりブロック女性部とラダー・ゲッターという軽スポーツで親睦を深め、青年部は大会終了後、交
流会が開催され親睦を深めました。また会場内には特産品 PR コーナーを設け、参加者の方に邑南町を広く
PR しました。

青年部

ウエスタンリーグバザー出店
絆・感謝運動を実施しました！

6 月 11 日（日）ウエスタンリーグバザーへの出店の後、絆・感謝運動（毎年 6 月 10 日商工会の日に全
国的に青年部員による「絆・感謝運動」を行っています。
）として、スタジアム周辺の清掃活動を行いまし
た。部員一丸となって取り組んでいます。

♪女性部♪
♪6 月 4 日（日）ハンギングバスケット実施
石塚さんのご指導のもと、ハンギングバスケットに

島根県衛生管理アドバイザー事業

作ったバスケ

島根県ブランド推進課では「島根県衛生管理
アドバイザー事業」を開始しました。
この事業は、島根県内の衛生管理の課題等を
持つ食品・飲料品等の製造事業者に、アドバ
イザーを無料で派遣し、食品等製造にあたっ
ての衛生・品質管理の改善につなげる「きっ
かけ」にしていただくものです。
食品製造事業者の皆様におかれましては、こ
の事業を積極的にご活用いただき、自社の衛
生・品質管理の水準向上のきっかけにしてい

ットは、本所

ただきますようお願いします。

挑戦しました！邑南町をお花でいっぱいにして、
皆様をおもてなしします♪♪

♪6 月 11 日（日）ウエスタンリーグバザー出店
当日は一時雨模様でしたが、女性部パワーで雨雲も
吹っ飛び！昼からは晴れて、来場されたお客様も喜
んでいただけました♪7 月も、元気いっぱい、笑顔
いっぱいで活動します♪♪

の玄関に飾っ
てあります。
是非一度ご覧
になってくだ
さい♪

☆自社の製造現場での衛生管理や品質管理を
改善させたい
☆食品の安全や衛生に関する情報を提供して
欲しい
☆HACCP やその他の国際基準に関する情報
を提供して欲しい
☆衛生管理や品質管理について、相談に乗って
欲しい
など・・・
◆申込条件◆
○食料品及び清涼飲料、酒類、茶、コーヒーを製造
する事業者であること。
○島根県内に製造拠点を有する事業者であること。
◆アドバイス料◆
無料です！！！
◆事業の流れ◆
お申し込み完了→島根県衛生管理アドバイザーから
助言を受ける！
事業所様はお申し込みをするだけで、負担金なしで
助言を受けることができます。
◆お問合、申込先◆

邑南町商工会 95-0278 担当：吉岡 まで
ゴールボール日本女子チームとゴールボール競技体験会

西洋野菜活用セミナーのお知らせ

＆代表強化指定選手

「手軽にできる珍しい夏野菜を活用したイタリアン

浦田理恵さん講演会のお知らせ

日時：7 月 17 日（9：30～）場所：元気館

料理を体験しよう！」

東京パラリンピックで金メダルを目指す日本女子チーム

日時：7 月 26 日（14：00～）場所：元気館

と競技体験ができます。入場は無料です。

定員：20 名

お問合先：83-1127

お問合先：95-1116 邑南町役場農林振興課

邑南町教育委員会

