2021 年度

上期運航計画が発表されました
航空各社から発表された２０２１年３月２８日〜２０２１年１０月３０日のダイヤを
お知らせします。

JAL

東京（羽田）線

出雲発

羽田着

7：45 ⇒

羽田発

9：10

7：10 ⇒

名古屋（小牧）線
出雲着

出雲発

小牧着

8：40

9：15 ⇒ 10：15

9：25 ⇒ 10：45

10：10 ⇒ 11：35

18：15 ⇒ 19：15

12：15 ⇒ 13：35

14：00 ⇒ 15：25

16：10 ⇒ 17：40

16：55 ⇒ 18：20

19：25 ⇒ 20：45

18：30 ⇒ 20：00

伊丹着

8：25 ⇒

伊丹発

9：15

7：05 ⇒

7：55

10：55 ⇒ 11：40

15：50 ⇒ 16：40

14：30 ⇒ 15：15

19：30 ⇒ 20：25

18：10 ⇒ 18：55

福岡線
福岡着

福岡発

11：00 ⇒ 12：10
19：15 ⇒ 20：25

7：15 ⇒

出雲着
8：20

17：40 ⇒ 18：45

隠岐着

9：00 ⇒

9：30

隠岐発

8：45

16：45 ⇒ 17：45

出雲発

静岡着

静岡発
8：20 ⇒

出雲着
9：35

仙台線
出雲発

仙台着

10：05 ⇒ 11：30

JAL

仙台発

出雲着

12：00 ⇒ 13：35

札幌（新千歳）線

今年も、８月限定の季節運航が決定しまし
た！

〈運航ダイヤ〉
８月１日〜８月３１日の月・水・金・日曜日

隠岐線
出雲発

出雲着

静岡線

出雲着

12：10 ⇒ 13：00

出雲発

7：45 ⇒

16：00 ⇒ 17：10

大阪（伊丹）線
出雲発

小牧発

FDA

出雲着

10：00 ⇒ 10：30

出雲発

新千歳着 新千歳発

14：40 ⇒ 16：35

出雲着

12：00 ⇒ 13：55

上記ダイヤは 2021 年 1 月 19 日現在のものです。
最新のダイヤ、運航状況、運賃および航空券の予約・購入は各社のホームページをご覧になるか、コー
ルセンターへお問い合わせください。

◆J A Lホームページ http://www.jal.co.jp
コールセンター ☎0570-025-071（有料・ご利用時間8：00〜19：00）
◆FDAホームページ http://www.fujidream.co.jp
コールセンター ☎0570-55-0489（有料・ご利用時間7：00〜20：00）
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20 （𠩤田
須 佐クリニック）

検査の機器を
操作する
𠩤田さん

出雲大好きＩターン女性支援事業を活用している皆さんの働く姿を紹介します。
今回は、令和元年１２月に山口県山口市から移住した𠩤田典子さんにインタビューしました。
＊移住のきっかけは何ですか？
以前、山口県で一緒に仕事をしていた須佐院長と
再会したことです。私が仕事で島根に来ることがあ
り、その際、須佐院長に挨拶に伺いました。
ちょうど検査技師を募集しているとのことで、
自分を売り込みました！（笑）
＊仕事の内容は？
臨床検査技師をしています。血液検査、超音波検
査などが主な仕事です。臨床検査技師は、分かりや
すく言えば健康診断の結果を出す人です。
診療所では初の認定専門技師（心エコー）の資格
を取ることを目標にしています！
＊出雲の印象はどうですか？
移住前は観光地というイメージでした。
出雲に来て驚いたことは、お茶事です。普通に煎
茶を入れていただき、多くの茶菓子を出していただ
きました。生まれて初めての風習だったので印象が
強かったです。あとは方言が難しい。患者さんに症
状を聞いたときに「せつい」と言われ、意味が分から
ず困りました。

＊須佐クリニック 須佐建央院長（写真右）にお聞き
しました
𠩤田さんは意欲的で真面目で、コミュニケーショ
ン力が高い方です。島根に来てくれて、驚くと共に
感謝しています。山口と出雲では、文化や言葉が違
うので大変だと思いますが、早く慣れてもらうよう
に声をかけるなど気をつけています。
長く出雲で働いて、この医院だけでなく地域の医
療に貢献してほしいと思っています。
目標に向かって日々、頑張っている𠩤田さん。
今後の出雲での活躍を応援します。

左から𠩤田さん、須佐院長

出雲大好きⅠターン女子のブログを「いずもな暮らし」で公開中！
http://izumonakurashi.jp/blog.html

出雲ブランド商品紹介

市では、出雲の認知度やイメージを高めることができる
商品を「出雲ブランド商品」として認定しています。
企業の想いとともに商品の魅力をお伝えします。
だ

今回は、長浜町に工場のある㈱研電社の「楕円形固液分離装置
スリットセーバー」（令和元年度認定）をご紹介します。
同社の吉田取締役工場長にお話しを伺いました。
スリットセーバーはどのような製品ですか？
主に、し尿処理施設や食品工場、商業施設、また畜産関連施設で使
用され、排水中に含まれる固体と液体を分離することができる装置で
す。
弊社独自のセルフクリーニング機能により、逆洗浄水なしでも目詰
まりしない画期的な構造を実現しました。この他メンテナンスが容易
なことや、コンパクトであることが特徴です。

日本はもちろん海外でも販売されているようですが。
イニシャルコストはもちろん、ランニングコストの低減、維持管理の
省力化などメリットが多いことから、全国各地で使用していただいて
おります。また、海外でも好評を得
ており、北 米 や東 南 アジ ア 等 で、
年間約3 0 台程 度を販 売していま
す。
2019 年にはベトナム駐在 事務
所を開設し、東 南アジアでのさら
なる販路拡大をめざしています。
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楕円形固液分離装置
スリットセーバー

今後の目標を教えてください。
皆 様 の目に触れることは少ないと思
いますが、この装置を通して、持続 可能
な社会に向け、環境保全の一翼を担える
ものづくりを実現していきます。
研電社は
〇自社一貫の生産販売体制！
〇顧客の要望に、柔軟に対応できる！
が強みです。
この強みを活かして、出雲から海外へ
シェアを増やしていきます。

☎２１−６５４１

出雲ブランド商品ホームページ

出雲ブランド
詳しくは
ホームページを
ご覧ください。

検索

