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会員紹介

【株式会社みうらファーム:弥栄地区】

【田野整体:国府地区】

平成18年に個人事業として創業後、平
成31年１月に法人化し現在に至ります。
有機JAS 認定を取得し、完全有機栽培
にこだわった付加価値の高い野菜を生産・
販売しています。主な栽培品目は、ほうれ
ん草や小松菜、サラダ水菜などの葉物中心
に、ピーマンやラディッシュなども栽培していま
す！
市内にも産直コーナーなどを通して弊社野
菜を販売していますので、ぜひ一度ご賞味く
ださい！

国府地区で整体を営んでおります。
予約制となっており、連絡していただき
空き時間があればすぐに訪問することが
出来ます。

令和 3 年度石央商工会通常総代会を開催しました
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６月30日申請締め切り！

新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等特別応援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上が減少している浜田市内の中
小企業者等(社会福祉法人、NPO法人など会社法での法人以外も含む)に対し、事
業者の下支え支援を目的に給付金を交付します。
※国の持続化給付金または、市の中小企業者応援給付金の受給者も対象
下記交付要件のうち、特に(1)または(3)の比較がしやすいと思います。ぜひ商工会
までご相談ください。

浜田のモノを買おう！
浜田を応援しよう！

経営一口メモ

例年よりも約 1 ヵ月早い
梅雨入りとなり、ジメジメとし
た日が続いています。コロナ
感染防止と合わせて体調
管理には気を付けていきまし
ょう！
6 月は全国安全週間の
準備月間にあたります。この
機会に職場安全意識を喚
起するとともに改めて安全対
策を見直してみてはいかがで
しょうか？

～令和

3 年度 第 15 期 通常総代会～

５月 20 日(木)、令和 3 年度の通常総代会が金城町みどり会館で開催されました。
冒頭、槇岡会長から「石央商工会管内では少子高齢化が進む中、新型コロナウイルスの影
響も重なり、今以上の景気後退が懸念されます。こうした中、国・県・市の様々なコロナ支援
施策が講じられており、これらの施策を商工会を通して活用された事業者も多く、商工会に入
っていて良かったと言って頂ける機会が多くありました。商工会では今後も引き続き皆様のお役
に立てるよう支援を行っていきます。」と挨拶がありました。

施工時間は60分1,500円となってお
り、身体のバランスを整え、少しでも体を
楽にしてもらいたいと考えています。
田野 親信
連絡先：090-7121-1969

職員コラム
我が家の長女が今年小学校最終学年
の6年生を迎えました。6年生はとにかく忙
しいらしく、毎日忙しい忙しいとブツブツ言っ
ています(笑)。そして、3年生から始めてい
るバレーではキャプテンとなり毎日頑張って

交付要件

います。家の中でボールを使いレシーブやト

◆2018年12月31日までに創業している場合
2020年11月～2021年5月までのいずれかの月(対象月)における売上高が、
以下(1)～(4)のいずれかと比較して20％以上減少している。
(1)「対象月の前年同月又は前々年同月の売上高」
(2)「対象月を含む直近3ヶ月間又は6ヶ月の平均売上高」
(3)「2019年12月の売上高」と「対象月の売上高」
(4)「2019年10月～12月の平均売上高」と「対象月の売上高」
◆2019年以後に新規創業した場合
2020年11月～2021年5月までのいずれかの月(対象月)における売上高が、(5)
「創業時に計画した売上計画又は対象月を含む直近3ヶ月間又は6ヶ月の平均売上
高」と比較して20％以上減少している。

スの練習をするので飛び交うボールに家の
家具や人間は被害に遭っています(;’∀’)。
先日、島根県1位のチームとバレー合宿を
するという機会があり、私も合宿に参加する
ことになりました。娘はとても楽しみにしてい
て「話しかけて、友達になれるチャン
ス！！」と張り切っていましたが、コロナの影
響で交流できないと言われショックを隠し切

本総代会の承認事項は、提出議案通りに承認されました。令和３年度事業計画では「行
きます・聞きます・応援します」をスローガンに、会員の皆様の計画的な経営の推進を図るととも
に、石央地域経済の活性化に取り組むこと等を計画しています。議案の詳細につきましては、
総代会資料をご覧ください。
今回の総代会は役員改選の年度であり、2 期 6 年務められた槇岡正明会長が退任され新
たに会長として、田中昌昭氏(田中建築設計事務所《国府地区》)が選任されました。副会長
には、西田 清久氏(西田製材所:再任《三隅地区》)、植田昌延氏(合同会社波佐産業商
事:新任《金城地区》)が選任されました。また、今回 4 名の理事が新たに選任されました。今
年度から 3 年間 29 名の役員並びに職員で商工会運営を担っていきますのでよろしくお願いい
たします。
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県の経済動向

れないようでした。ですが、同じチームの仲

※島根県経済動向より抜粋 R3.2現在

間と寝泊まりをし、勉強も一緒にしてとても
楽しく過ごせたので、この経験は娘にとってと
ても貴重な経験だったと思います。スポーツ
を通して娘は様々な経験が沢山できている

島根県の経済は、全体として厳しい状況が続いているが、一部で持ち直しつつあ
る。生産生活は持ち直しの動きが続いている。雇用面は弱い動きが続き、所得面では
改善の動きが鈍化している。個人消費は一部に弱い動きがみられ、持ち直しの動きは
鈍化している。投資動向は弱い動きが続いている。

引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響や各種政策の効果等を注視する
必要がある。

4

ことが親としてはとても嬉しいです。残り少な
い小学校生活とバレー生活思いっきり楽し
んでくれればと思います。

新役員体制

本所・支所管内のニュース

《敬称略》
【会 長】 田中 昌昭 (国府)

【金城地区】

【副会長】 西田 清久 (三隅)

4 月 24(土)・25(日)に美又温泉にて、『美肌まつり in みまた』が開催されました。来場者数も両

【副会長】 植田 昌延 (金城)

日で 600 人と多数の方に来場して頂きました。
当日は新たな美肌メニューとして開発された、猪肉(やちょ)をつかった「やちょ鍋」がふるまわれました。

【理事】※あいうえお順

また、有用な温泉成分で知られる美又温泉の温泉水入ペットボトル【2L,税込 500 円】がイベントに

(旭地区)

合わせて販売されることとなり、旅の土産に購入される方が多くいらっしゃいました。

阿瀬川浩史

年間を通して夜神楽や灯篭など様々な催しも企画されておりますので、金城へ寄った際には美又

德川

温泉へぜひお越しください。

新旧会長あいさつ

旭温泉旅館組合と浜田市が提携し『すっぽん塩』の作成が進んでおります！
地元の浜守たちが丹精込めて炊き上げた塩と、旭温泉で育ったすっぽんを組み合わせた新商品の
開発が進んでおります。販売時期は未定ですが、見かけた際は手に取ってみてはいかがでしょうか？
※パッケージは変更になる可能性があります。

国府地区で鮮魚といえば『お魚のなかだ』ですが、この度新型コロナウイルス感

岡田

勇

藤森 廣明

藤若 将浩

【槇岡前会長】

(国府地区)

皆様のご協力のおかげで、6 年間会長職を務めあげることができまし
た。ありがとうございました。この度、新会長並びに理事・監事が無事決
定しましたことに安堵しています。

沖田 真治

河野 良二

米谷 靖夫

石川 正史

杉山 廣和

田中 和也

西田 誠吉

吉原 文司

玉下 信三
(三隅地区)

(弥栄地区)

染症の影響下でも、地域の皆さんに魅力的な商品を提供したいと、三重の老舗

【田中新会長】

料亭『仕出し割烹しげよし』とコラボした仕出しメニューを自宅や職場にお届けする
【仕出し割烹しげよし】

【三隅地区】
ゆうひパーク三隅が 『ポップでアートな道の駅』『鉄道ファンの聖地』をテーマに、2021 年 4

栗栖 卓三

このたびの総代会に於いて、会長に就任しました。この責任の重さに身
が引き締まる思いです。退任する槇岡会長のご功績に感謝申し上げま
す。
自身の持っている知識もしっかりと活かしながら、少しでも会員の皆様の
お役に立てるよう今後の商工会運営に取り組んでいくことをお約束すると
同時に、会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。

月にリニューアルオープンしました。 建物壁画に描かれた天使の羽やサクラ模
様のポスト、花柄模様のポールなどはインスタ映え間違いなし！店内では、地元
の特産品を揃えた売店をはじめ、ナマケモノ珈琲焙煎のオリジナル珈琲や軽食

佐藤 大輔

佐々尾 篤

高田 英行

(女性部)
宮本 美保子

米谷 千明

【監事】
(金城地区)

横田 雪生

(三隅地区)

曽我 義伸

河本 修一 (中電三隅発電所長)

ごみスペシャルぶっかけ」（税込 950 円）

【弥栄地区】
石央商工会女性部第 15 期通常総会が 4 月 16 日に弥栄町「杵束まちづくりセンター」で開催され
ました。今年度は役員改選にあたり、新たに 15 名の新役員が選任されました。また、総会終了後、弥

令和 3 年度商工会費・労働保険納入について
●労働保険(事務組合加入の事業所)
口座振替日・口座への振り込み期限はいずれも

栄診療所所長 阿部顕治先生に「働く女性の健康管理」と題して講演していただきました。「女性が元
気で活躍するために気を付けておきたいこと」について分かりやすく教えていただき、正しい生活習慣、健
康診断の重要性を再認識しました。参加された女性部員さんも、「とてもためになる講演で参加して良

7 月 26 日(月)

●商工会費
口座振替日・口座への振り込み期限はいずれも

6 月 21 日(月)

※振替日の前日までに、預貯金残高のご確認をお願いします！
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永井 典文

(青年部)

【顧問】

の『ORI’S café』、『本場讃岐うどん麺家なごみ』などが楽しめます。写真は「な

かった。」と話されていました。

豊

博

宇川 雅実

新型コロナウイルスの終息の見通しも立たない中ではありますが 今後
は皆様と同じ立場として商工会の運営に協力しながら、石央商工会を
盛り上げていければと思っております。

【国府地区】

ホームページからのご注文は【仕出し割烹しげよし】で検索！

鉄川

(金城地区)

【旭地区】

サービスを開始しました！！

大賀 茂之

