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●部会総会・講演会が開催されました
７月 25 日（水）
、華満斐川本店において、3 部
会(工業部会、商業サービス部会、観光部会)の総会が

講演会
講演会では、コムサポートオフィス

今井ひろこ

開催されました。各部会で平成 29 年度の事業報告

氏を講師にお迎えし、
「SNS をビジネスにどう活か

と平成 30 年の事業計画、役員の改選について審議

す?」と題してご講演をいただきました。

され、それぞれ原案どおり可決承認されました。
本年度の各部会の主な取り組みは次のとおりで
す。

工業部会
研修会、企業視察、交流会の開催を通して、「ひ
と・モノ・情報」に接する機会を作ります。

SNS をビジネスで活用するポイントとして①最

また、ＮＰＯ法人ビジネスサポートひかわなど関

大の利点はスポット位置情報②自分が発信するよ

係機関との連携を強化し、それぞれの組織特性を活

りもお客様発信こそが重要③SNS 好きな人はブラ

かすことで、各企業が発展するよう活動を行います。 ンディングに活用する④若者は SNS を検索ツール
として使う⑤SNS は広告ツールではない

商業サービス部会

とのア

ドバイスがありました。

平成 25 年度から行っている
「1 企業 1 取柄運動」
（※）の賛同者を増やすため、ホームページやチラ
シで PR 活動を行い、この運動が軌道に乗り各企業
並びに地域の活性化に繋がるよう活動を行います。
また、講習会等も開催する計画です。
（※）各企業がオリジナルな「1 取柄」を持つことに
よって、厳しい経営環境に勝ち抜く魅力あるお店づくり

★需要動向のあれこれ★ 〜16〜
SNS 上手はビジネス上手？

を行う運動。

SNS とはソーシャル・ネットワーキング・サービスの

観光部会

略で、コミュニケーションを支援するインターネット上

平成２３年度の創部以来、テーマ「地域の魅力再

のサービスのこと。
国内における SNS の利用者は 7000

発見」に基づき事業を進めてきました。本年度の新

万人を越え、もはや人々のコミュニケーションツールと

たな取り組みとして斐川町観光マップの作成を計

して欠かせなくなっています。そして、SNS を活用して

画しました。また、出雲市内 4 経済団体で組織する

成長に結びつけている企業も多くあります。企業活動に

観光連携会議による広域観光振興事業にも積極的

おいても、SNS は無視できないものになっています。

に取り組む計画です。

出典：中小企業ビジネス支援サイト J-NET21
http://j-net21.smrj.go.jp

出雲空港まつり出店者募集
出雲空港で実施されている恒例の「夏まつり」と「空の日まつり」が、本年も開催予定です。商工会では、
このイベントに協賛し特産品販売を中心に出店しています。多くの観光客や地元の皆さんに商品をアピール
する絶好の機会です。あなたも、ぜひ出店してみませんか！
＜夏まつり＞
・主

催 株式会社出雲空港ターミナルビル

・と

き 平成 30 年 8 月 25 日(土) 12:00〜18:00

・ところ 出雲空港国際線到着ロビー付近
・出店料 無料
・その他 火器使用不可、100V 用コンセントの使用は可能
＜空の日まつり＞
・主

催 出雲縁結び空港「空の日まつり」実行委員会

・と

き 平成 30 年 9 月 30 日(日) 9:00〜15:00

・ところ 出雲空港国際線到着ロビー付近
・出店料 無料
・その他 火器使用不可、100V 用コンセントの使用は可能
※申込み・詳細は、商工会事務局までお問い合わせください。

★

会場＆備品使用料のお知らせ

●コピー機、印刷機 1 枚当たり（税別）
用紙種類

コピー

印刷機

ハガキ

10 円

3円

B5、B4、A4

10 円

5円

-１円

A3

20 円

10 円

-2 円

用紙持込み

※ 両面印刷・カラーコピーの場合は基本料金の 2
倍とする

★

●会館（税別）
区分

単位

基本使用料

大会議室

1 時間

800 円

中会議室

1 時間

300 円

※ 1 時間に満たない場合は 1 時間として計算する
※ 営利目的の場合は基本使用料の 10 割相当額を
加算する
※ 冷暖房装置利用の場合は基本使用料の 4 割相当

※ 印刷機は 1 原稿 30 枚以上とする

額を加算する

※ ハガキのコピー・印刷は用紙持参とする

※ 準備・片付け・リハーサルで利用の場合は基本
使用料の 5 割相当額とする。

●タグシール（宛名シール）印刷（税別）
【240 円】A4 サイズ 1 枚

【500 円】原稿作成料 A4 サイズ 1 枚

●備品（税別）
【30 円】 椅子１脚、コンパネ１枚

ご利用
ください

【300 円】ドラム１台

【100 円】机１脚（45cm×180cm） 【500 円】ビンゴゲーム１日、スクリーン１台
【800 円】プロジェクター１台

【クリーニング】紅白幕（1.8m×10m）
、ハッピ

今年度から商工会報に女性部のコーナーができました！女性部の活動紹介や部員の方の事業所紹介等
を広報委員で記事にしていきます。部員の方で、うちの店も取材してほしい！等ありましたら、商工会女
性部事務局(原、森田)までお問い合わせください。
※新入部員紹介
お名前

事業所

業種

場所

電話

須田真理

まりおねっと

天然石ｱｸｾｻﾘｰ制作販売

斐川町荘原 4123

090-2297-3906

嶋田明美

美容室 Maybe

美容業

斐川町沖洲 2734

72-7218

※今後の活動について
随時ご案内をいたしますので、奮ってご参加いただきますようお願いします。
・中国・四国ブロック商工会女性部交流大会(徳島県)
・商工まつり(いりすの丘)

9 月 4 日(火)〜5 日(水)

10 月 14 日(日)

・商工会女性部全国大会(兵庫県神戸市)

11 月 6 日(火)〜７日(水)

女性部の活動報告！
・平成 30 年度島根県商工会女性部連合会通常総会：参加者 17 名
・5 月 9 日(水)

総会：
「カルチャープラザ仁多」

交流会：「亀嵩温泉

玉峰山荘」

総会の後は、岩崎巌氏による講演「わくわくドキドキ心地よく」〜出逢いに感謝〜が行われました。交
流会も賑やかで楽しく過ごすことが出来ました。
参加者からの声 ※ハーモニカ演奏もよかったけれど、皆で賑やかに交流できた事がよかった。出逢い
に感謝！！
・日帰り視察研修旅行：参加者 26 名
・6 月 3 日(日)

ジ・アウトレット広島、平和記念公園

オープンしたばかりのアウトレットは都会的でいい目の
保養になりました。お天気にも恵まれて、楽しい一日を過ご
すことが出来ました。

・出雲ブロック研修会：参加者 18 名
・6 月 13 日(水)

島根ワイナリー

金山千夜子氏の講演「すこやかに生きるために〜老いて
も安心して暮らせるまちづくり〜」が行われ、お互いに尊
重しあって楽しく過ごすことの大切さを学びました。
その後の交流会では、出雲商工会女性部さんによる、あ
ばれ太鼓やドジョウ掬い、全員参加のヤングマンなど、余
興も盛りだくさんの楽しい会が行われました。来年度は斐
川町主催になるので、今から芸を磨かないといけないね！と笑いあいました。

広告の掲載をしませんか！
手頃な料金でお店や会社の広告を掲載されませんか。この会報は、年 6 回奇数月
末の発行で、約 580 件の会員事業所と、約 20 件の関係機関に配布しています。広
告のスペースと料金は次のとおりです。（税別で 1 回当たりの単価です）
紙面作りの都合上、当面は毎号継続でお願い
Ａ４版の 全面

→

２０,０００円

１／２ → １０,０００円
１／４ →

５,０００円

したいと思います。会報を広く会員の皆さま
にも活用していただきたいと考えています
ので、ご意見もお寄せ下さい。

加入のお申し込みは、斐川町商工会（ 0853-72-0674）までお願いします！

