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令和４年度

「通常総代会」開催報告

去る5月20日（金）、玉湯町
の「玉造温泉ゆ〜ゆ」におい
て、令和 4 年度通常総代会
を開催しました。
委任状を含む総代66名の
出席により成立した総代会
（総代総数107名）では、議長
に宍道支部の高橋修平氏
（㈱高橋産業）を選出し、提
出された 5 議案について審議され、
いずれも原案どおり可決承認されました。
事業報告では、各部会長、各支部長、青年部長、女性部長から昨年度の事業内容
について報告が為されました。また、今年度の事業計画案についても意欲的な計
画案が提出されました。
議案の詳細につきましては、後日会員の皆様に配布されます
総代会議案書をご覧ください。
また、来賓の講武副市長様からは総代会に入る前にご挨拶を
いただきました。冒頭では日頃の商工会活動を通じ、地域の活
性化と地域振興に尽くしていることにお礼を述べられ、続いて
松江市として「感染対策を万全に期し、地域の元気を取り戻す
退 職
後押しをし、仕事と暮らしを守り地域経済の回復に努めて参り
たい」
と述べられました。
会長あいさつ（抜粋）

コロナが始まり２
年半が過ぎ、未だか
つてない状況下にあ
り、今もなお、感染者
が減らない状況が続
いています。そのよ
うな中、皆様方にお
かれましては国、島根県、松江市の補助金等を活用しながら事
業継続のためご尽力されているものと思います。
昨年度は、一堂に会して会議を行なったり、懇親会を行うこ
とができませんでした。今年度は、各支部長、部会長、青年部女
性部長に対し感染対策を行いながら事業を進めて欲しいとお
願いしたところ、各会からいろいろな事業計画案をご提出いた
だき、
それに伴い予算編成を行いました。
予算が限られる中ではありますが、各支部、各部会、青年部、
女性部においては自主財源を確保し運営を行っていただきた
いと思います。
自分たちの商工会であると言う意識を持ち、自主財源を自分
達で確保するとの思いの下、この１年間事業の遂行に努めてい
ただきたいと思います。

令和４年度
事業計画
「重点事業」
１．会員組織力の強化
①会員の加入増強
②部会活動の活性化
③商工会財政の自主力強化
２．
経営支援機能の強化
①小規模事業者の持続的発
展を積極的支援
②基礎的支援体制の強化
③情報発信の取組み強化

職員人事異動
指導職員

内田
豊
森山 恵子

転 出

経営指導員

前島 広奉

昇 格

指導職員

（→出雲商工会へ）

新 任
事務局長

事務局長

藤原 真悠（←嘱託職員より）

（新規採用）

大谷

隆行

４月に事務局長に就任しました、
大谷隆行です。
７年ぶりに当商工
会へ帰って参りました。地域の商
工業の振興に尽力いたしますの
で、
ご支援、
ご指導、
宜しくお願いします。

転 入
経営指導員

九矢

晃宏

（←出雲商工会より）

いろいろ教えてください。
よろしくお願いします。

新 任
嘱託職員

布野

（新規採用）

久美子

早く仕事を覚えて、
皆様のお役
に立てるようにがんばります。よ
ろしくお願いします。
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まつえ南商工会青年部通常総会
開催報告

4月21日（水）宍道本所にお
いて、令和4年度まつえ南商工
会青年部 通常総会が開催され
ました。提出された議案は原案
どおり承認されました。
本年度の主な事業は以下のとおりです。
・青年部雲東ブロック研修大会
（大会幹事）
・定住対策事業「恋活」
・絆感謝運動 等
また、今年度は部員数の増強にも力を
入れて取り組んで行きたいと考えてい
ます。

雲東ブロック商工会
青年部研修大会
5月8日（日）に玉湯町の「出雲神々縁
結びの宿 紺家」様において、令和4年
度雲東ブロック研修大会が開催されまし
た。
今年度はまつえ南商工会青年部が主
管となり、
企画から運営を行いました。
その中で「青年部主張発表大会 雲東
ブロック予選会」が開催され、まつえ南
商工会青年部からは福間孝太さん
（玉湯
支 部：㈲ 和 交 車
輌）が出場されま
した。
日頃の青年
部活動を通じて
得た自らの 経 験
や意見を発表さ
れました。大変お
疲れさまでした。
福間 孝太さん

観光商業
サービス
部会

女性部活動報告

青年部活動報告

令和4年度

令和4年度

まつえ南商工会女性部通常総会 開催報告

６月６日
（月）、玉湯町「商工会館」
において令和４年度女性部通常
総会を開催し、提出された議案は原案通り承認されました。
今年度の事業計画は以下の通りです。
・中四国ブロック女性部交流会（広島県）
・接客講座、視察研修、
健康講座
・スポーツ交流事業等
・福祉施設へのウエス寄贈
昨年出来なかった事などをしていきたいと思っています。
総会ではSDGｓについてのアンケートをとり、皆さん色々と工夫
をしておられ、
このアンケートを元に次のステップに進めて行けた
らと思います。

令和4年度

藤田

弓子さん

サバイバルゲームの
体験交流会を開催

観光商業サービス部会では5月29日に宍道サバゲ―パーク
DANDANでサバイバルゲームの体験交流会を開催しました。
会場・ルール説明の後、
小学生から50代の男女が心地よい汗を
かきました。
ソフトサバゲーということで、
玉に当たっても痛くな
く、1ゲーム数分で勝敗が決まり、ルールを変更したりして対戦
を繰り返しました。参加者からはとても楽しかったと好評で、秋
にも開催を予定しておりますので皆さまも是非ご参加ください。
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島根県商工会女性部連合会
通常総会・指導者研修会
４月１９日
（火）斐川町にある
「出雲空港ホテ
ル トリパホール」
において開催されました。
今年度は島根県大会の担当ブロック代表にあ
たり、当女性部の藤田弓子さんが出場され、
女性部活動を通じて日頃の思いを主張され
ました。
９月５日に広島県で開催される中国・
四国ブロック商工会女性部主張発表大会に出
場されます。
ご健闘をお祈りしております。

まつえ南商工会 管内景気動向調査
令和３年１０月〜１２月期
●管内概況（対前年同期比の前期との比較）

今期の業況判断DIは、前期と比較して製造業は
12.5ポイントの改善、建設業は21.4ポイントの悪
化、小売業は14.3ポイントの改善、サービス業は
8.9ポイントの悪化となりました。製造業で改善傾
向が見られますが、他の業種では悪化傾向が続い
ています。

対象企業数

●管内景気動向天気図（対前年同期比）
業

種

売

製造業

建設業

小売業 サービス業 産業全体

上
ＤＩ値

採

50.0 ▲ 57.1 ▲ 100.0 ▲ 42.8 ▲ 34.5

算
ＤＩ値

12.5 ▲ 71.4 ▲ 85.7 ▲ 71.4 ▲ 51.8

資金繰り
ＤＩ値
業

0.0 ▲ 71.4 ▲ 71.4 ▲ 42.9 ▲ 44.8

況
ＤＩ値

●島根県の経済動向

12.5 ▲ 71.4 ▲ 85.7 ▲ 71.4 ▲ 51.8

島根県の経済は、一部に弱い動きがみられ、持ち
直しの動きが鈍化している。生産活動は持ち直し
の動きが足踏みしている。雇用面と所得面では改
善の動きが続いている。個人消費は持ち直しの動
きが足踏みしている。
投資動向は持ち直している。
（島根県の経済動向2021.12.27）

●経営上の問題点

令和４年１月〜３月期

●管内景気動向天気図（対前年同期比）

材料価格の上昇
従業員の確保難

種

売

上
ＤＩ値

採

製造業

建設業

●

●

●

●

需要の停滞
材料等仕入単価の上昇

小売業 サービス業 産業全体

22.2 ▲ 28.6 ▲ 83.3 ▲ 33.4 ▲ 25.0

算
ＤＩ値

▲ 11.1 ▲ 57.1 ▲ 83.3 ▲ 66.7 ▲ 50.0

資金繰り
ＤＩ値
業

▲ 11.1 ▲ 57.1 ▲ 50.0 ▲ 16.6 ▲ 32.1

況
ＤＩ値

0.0 ▲ 57.1 ▲ 100.0 ▲ 66.7 ▲ 50.0

●経営上の問題点
業種 今期の経営上の問題点 業種
原材料価格の上昇
生産設備の不足・老朽化
材料価格の上昇
民間需要の停滞
●
●

●
●

サービス業

ＤＩ値
30.1以上
景況天気

●

小売業

※天気図について

●

●

業

製造業 建設業

島根県の経済は、一部に弱い動きがみられるが、
全体としては横ばい圏内で推移している。生産活
動は横ばい圏内の動きとなっている。雇用面と所
得面では改善の動きが続いている。個人消費は横
ばい圏内の動きとなっているが、一部に弱い動き
がみられる。投資動向は一部に弱い動きがみられ
る。
（島根県の経済動向2022.4.27）

●

業種 今期の経営上の問題点
今期の経営上の問題点
購買力の他地域への流出
原材料価格の上昇 従業員の確保難
需要の停滞
生産設備の不足・老朽化
サービス業

●島根県の経済動向

●

小売業

今期の業況判断DIは、前期と比較して製造業は
12.5ポイントの悪化、建設業は14.3ポイントの改
善、小売業は14.3ポイントの悪化、サービス業は
4.7ポイントの改善となりました。全業種で改善と
悪化を繰り返す不安定な状況が続いています。

業種

製造業 建設業

●管内概況（対前年同期比の前期との比較）

管内３６事業所

●
●

●
●

今期の経営上の問題点
購買力の他地域への流出
消費者ニーズの変化への対応
材料等仕入単価の上昇
利用料金の低下・上昇難

30.0〜10.1 10.0〜▲10.0 ▲10.1〜▲30.0 ▲30.1以下 ※DI値とは、Diﬀusion̲Index（ディフュージョン・インデックス）の略で、
増加（好転）
したとする企業割合から、減少（悪化）
したとする企業割
合を差し引いた値です。
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新入会員紹介
エステ、
化粧品販売

玉湯支部

ＰＯＬＡあゆみショップ
イシ ダ

タエコ

石田 妙子
松江市玉湯町玉造1423-6
ＴＥＬ.0852-62-1860
ＦＡＸ.0852-62-1860
mail：mm14757@mail.pola.co.jp
２人の子育てをしながら、日々、エ
ステやお肌のカウンセリング、化粧品
の販売を行っております。
あゆみショップでは、お客様のお肌
のサポートだけでなく、心と体もトー
タルでケアさせて頂いています。そし
て『笑顔で元気になれる場所』を提供
して参ります。
地域の方々に関わらせて頂きながら、
皆様に愛されるお店を目指しておりま
す。どうぞよろしくお願い致します。

飲食業

安分亭（アンブンテイ）

（合同会社 弐百円）
モリワキ

森脇

カ ナ エ

香奈江

八雲支部

松江市八雲町熊野793-1
ＴＥＬ.0852-54-2789
（営業時間中のみ）
mail：anbuntei@nihyakuyen.com
令 和 ４ 年 ５月27日 に、熊 野 大
社駐車場横に「安分亭−野菜とジ
ビエ、たまにお蕎麦。」という飲
食店をオープンしました。
八雲町にある八雲猪肉生産組合で解体処理された猪肉と、
地元の野菜を使った定食を提供いたします。安分亭の前店舗
である「知足亭」店主藤原氏が日曜限定で打つ蕎麦もとても
人気です。店の内装には出雲民藝紙を使用しています。
周りの恵まれた人や環境、地域資源に感謝の気持ちを持ち
続け、それを「食」という形でお伝えしていけ
たらと思っています。
営業時間は金・土・日の 11：00 〜 15：00
時（ラストオーダー 14：30）となっております。
季節の食材によってメニューは変わります。お
気軽にご来店ください。

新車・中古車販売
イシカワ

石川

ユウジ

裕二

八雲支部

STEALTH（ステルス）
松江市八雲町日吉226-3
（店舗）
松江市八雲町東岩坂135-1
（展示場）
ＴＥＬ.0852-67-3893／ＦＡＸ.0852-67-3903
mail：info@tcp-stealth.com

中古車販売を中心に、新車販売・買取・車検・整備・板金塗装・
カスタム等、車に関することならなんでも取り扱っております。
住宅街にある小さな車屋ですが、「小さな車屋だからこそできること」を一人ひとりのお客様へ提供できる
よう心がけており、ご予算に応じた最適な提案を行うことが得意です。
当店は気軽にご来店、ご相談いただける親しみやすい車屋を目指しております。些細なことでも構いませ
んので、お車のことでお困りの事がありましたらお気軽にお問い合わせください!!
当店の日常をＳＮＳやホームページにて更新しておりますので是非ご覧ください！
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