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新型コロナウイルス感染症受診相談センター
(帰国者・接触者相談センター )
相談窓口 滋賀県健康医療福祉部薬務感染症対策課（帰国者・接触者相談センター）

　新型コロナウイルス感染症が疑われる方に対する医療機関(帰国者・接触者外来)の受診相談・調整を行います。 
　下記の「新型コロナウイルス感染症受診相談センターにご相談いただく目安」の要件に該当する場
合は、医療機関を受診する前に相談センターにお問合せください。

新型コロナウイルス感染症受診相談センターにご相談いただく目安
1.風邪の症状や37.5°C前後の発熱が、４日程度続いている。

(解熱剤を飲み続けなければならないときも含む) 

※ 特に高齢者や基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある方、透析を受けている
方や、免疫抑制剤・抗がん剤等を用いている方)等のある方は、これらの状態が2日程度続く場合にご相
談ください。

２.強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。

　相談の結果、新型コロナウイルス感染症に感染の疑いのある場合には、専門の「帰国者・接触者外来」をご紹
介しています。マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。

滋賀県健康医療福祉部薬務感染症対策課（帰国者・接触者相談センター）
TEL:080-2470-8042（平日、土日祝日、24時間）
FAX:077-528-4863 / E-mail:corona-soudan@pref.shiga.lg.jp
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新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者の皆様へ
支援制度・お問合せ先の一覧（令和２年４月６日㈪時点の情報です）

ご融資

滋賀県中小企業振興資金融資制度
セーフティネット資金

セーフティネット保証４号・５号・危機関連保証（６項）
お取引されている金融機関

マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資）

近江八幡商工会議所
電話番号：0748-33-4141
受付時間：8:30～12:00／13:00～17:15（土日祝日除く）

日本政策金融公庫 彦根支店
電話番号：0749-24-0201
受付時間：9：00 ～ 17：00

日本政策金融公庫 大津支店
電話番号：077-524-1656
受付時間：9：00 ～ 17：00

新型コロナウイルス感染症特別貸付

日本政策金融公庫 彦根支店
電話番号：0749-24-0201
受付時間：9：00 ～ 17：00

日本政策金融公庫 大津支店
電話番号：077-524-1656
受付時間：9：00 ～ 17：00

補助金

持続化補助金
近江八幡商工会議所
電話番号：0748-33-4141
受付時間：8:30～12:00／13:00～17:15（土日祝日除く）

ものづくり・商業・サービス補助金
ものづくり補助金事務局
電話番号：050-8880-4053
受付時間：10:00 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:00（土日祝日除く）

IT導入補助金
一般社団法人サービスデザイン推進協議会
電話番号：0570-666-424
受付時間：9:30 ～ 17:30（土日祝日除く）

助成金

持続化給付金
中小企業 金融・給付金相談窓口
電話番号：0570-783183
受付時間：9：00 ～ 17：00（平日・休日）

雇用調整助成金
滋賀労働局 職業対策課 助成金コーナー
電話番号：077-526-8251
受付時間：9：00 ～ 17：00（土日祝日除く）

小学校等の臨時休業に伴う
保護者の休暇所得支援

学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話番号：0120-60-3999
受付時間：9：00 ～ 21：00（土日祝日含む）
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令和２年度会費の口座振替のお知らせ

　令和２年度、会費納付につき、預金口座振替制度を
ご利用いただいております事業所様は、5月12日㈫に
ご指定の金融機関口座より振替させていただきます。
　また、口座振替制度をご利用いただいていない事業
所様には、会費納付書を送付させていただきますので、
よろしくお願い申し上げます。
　なお、領収書は発行致しておりませんので、必要な
事業所様はお申し付けいただきますようにお願い申し
上げます。

　近江八幡商工会議所では会員事業所の表示としてい
ただくため、毎年、会員証を発行致しております。
つきましては、玄関等に掲示方よろしくお願い致します。

令和２年度会員証を作成致しました

こちらの様に
ご掲示ください

会議所カレンダー　

2020年５月1日 ～６月30日

５月１日㈮

３日㈰

４日㈪

５日㈫

６日㈬

13日㈬

19日㈫

21日㈭

６月2日㈫

３日㈬

８日㈪

10日㈬

11日㈭

14日㈰

15日㈪

16日㈫

18日㈭

25日㈭

28日㈰

30日㈫

持続化補助金個別相談会

憲法記念日

みどりの日

こどもの日

振替休日

持続化補助金個別相談会 
日本政策金融公庫融資相談会
事業承継ネットワーク相談会

知的財産に関する相談会

事業承継ネットワーク相談会

関西商工会議所女性会連合会
大阪大会
創業個別相談会

日本政策金融公庫融資相談会

常議員会

第155回簿記検定（中止）

工業クラブ第１回理事会

事業承継ネットワーク相談会

知的財産に関する相談会

第170回通常議員総会

第219回珠算検定、暗算検定、
段位認定（中止）
事業承継ネットワーク相談会

　申告消費税及び個人事業者の消費税の振替納税をご
利用の方の振替納付日は、以下の通りとなっておりま
す。例年とスケジュールが異なっておりますので、ご
注意ください。

振替納税をご利用の方へ（振替日のお知らせ）

令和元年分申告所得税及び復興特別所得税
確定申告 令和２年５月15日（金）

令和元年分消費税及び地方消費税（個人事業者）
確定申告 令和２年５月19日（火）

　詳しい情報につきましては、国税庁のHPをご参照
いただくか、お近くの税務署・商工会議所までお問
合せください。

※ 新型コロナウィルス予防のために日程に変更が生じる場
合があります。
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会議所主催

－会場は全て近江八幡商工会議所です－

日本政策金融公庫
融資相談会

ご相談は予約制です　TEＬ：33－4１4１
①１0：30～１１：１5　②１１：１5～１2：00
③１3：00～１3：45　④１3：45～１4：30
⑤１4：30～１5：１5　⑥１5：１5～１6：00

５/13 　水
6/10 　水
7/8 　水

近江八幡商工会議所「WEB セミナー」開始のお知らせ

新型コロナウイルスに負けずに頑張ろう！
会員限定！パソコン・スマホからいつでも・どこでも受講可能！

近江八幡商工会議所「WEB セミナー」
を５月から開始します
販路開拓、⼈材育成、経理、危機管理など、経営や社員
教育に役⽴つ500種類以上のセミナーを無料で受講でき
ます。
※ 本サービスのご利用にあたっては、『ID』と『パスワード』が必要とな

ります。会員の皆様にはIDとパスワードを記載したご案内チラシを同封
しております。

近江八幡商工会議所会員対象　⼈間ドック

受診を希望される方は、申込書をお送りさせていただきますので当所までお問い合わせください。
①［日帰り人間ドック］　1名当たり　￥39，380（税別）

検　査　項　目 料　　金

＊問診、身長、体重、腹囲、視力、血圧、各計測
＊尿検査(蛋白､ 糖､ 潜血、比重）　＊脂質検査
＊心電図検査、聴力検査(250 ～ 8000Hz）
＊血液検査　肝臓・胆のう・すい臓等検査、血液学的検査・腎機能検査
　　　　　　血清学的検査・血液型検査、梅毒反応・糖尿病検査、腫瘍関連検査
＊肺機能検査（努力性肺活量・１秒量・１秒率）
＊胸部Ｘ線直接撮影・胃部Ｘ線直接撮影　＊大腸検査（２日法）
＊腹部超音波検査・ＨＣＶ抗体検査　＊眼底検査（両眼）・眼圧検査（両眼）
※ 詳細やオプション検査についてはお問い合わせ下さい

通常価格
￥41，580
（税別）

会員特別価格
￥39，380
（税別）

　実施期日　2020年４月～ 2021年2月末日まで　実施会場　一般財団法人　滋賀保健研究センター

知的財産権相談会休止
に関するお知らせ

　毎月定期開催しております対面による個別相談会
は、当面の間休止となりました。
　ご相談は電話やメールによる相談に切替えさせて
いただきます。
ご連絡は、滋賀県知財総合支援窓口（滋賀県発明協会）
Tel 077-558-3443まで

受講はこちらから
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女性会
活動報告

近江八幡商工会議所女性会
会長　高木茂子

　近江八幡商工会議所女性会は今年30周年を迎えま
す。これもひとえに多くの方々のお支えを頂いて今日
に至りました。20周年には人間国宝志村ふくみ様を迎
えて市立資料館旧西川邸での展示会やホテルでの講演
会等盛大にさせて頂きました。早１0年が経ち今年は新
型コロナウイルスで多くの打撃を受けて、幾ばかりか
不安です。医療や科学の進歩は目覚ましい現代社会で
すが地球上で人間では解明に時間がかかることが次々
と現れてきます。人間同士の戦いなどしている場合で
はないのです。人間とウイルスの戦い挑戦は地球上で
は常に起こりえることです。又地震や天災など人間に
とって多くの試練を乗り越えて生きぬいていかなけれ
ばならない地球上です。この世紀に国民、人類を守る為、
政治や科学はその国の歴史となって私達の子孫が語っ

ていくのでしょう。東京オリンピックが延期されまし
たが、是非日本で来年開催されることを祈ります。全
世界の人々が笑顔で参加出来る平和の祭典であって欲
しいと願うばかりです。
　大阪万博も控え日本の進化論が試され、日常に新た
な未来が訪れ、反映されます。AI（人工知能）やIT分
野で人間に変化をもたらすテクノロジーが数多く開発
され、商工会議所の役割はさらに大きくなるでしょう。
　しかし、そんな時代においてもいつまでも変わらぬ、
あたたかい心、エナジーが優しく響く世の中であって
ほしいと思います。そんな地域の中で少しでも女性の
力で地域を守りたい、発展させたいと活動する商工会
議所女性会です。今後共、皆様のお力添えを頂きご指
導ご鞭撻を賜わりますことをお願い申し上げます。

ごあいさつ

会員募集中 女性の元気が未来を築く女性の元気が未来を築く
女子力・女性の活躍が地域力につながります！
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はちまん青年経営者会青経会
活動報告

　平素は、はちまん青年経営者会に多くのご指導、ご支援を賜り誠にあり
がとうございます。
　新型コロナウイルスにより大きな影響を受けられました方々にお見舞い
申し上げます。
　さて、当会は平成23年に設立し、地域の活性化、被災地の支援、青少年
育成や他団体との交流など様々な活動を行ってまいりました。近年ではびわ
湖トライアスロンin近江八幡やはちまんフェスタなどの活動に注力いたして
おります。活動を通じ様々な方とお出会いし、会としても個人としても成長
をすることができました。
　はちまん青年経営者会はお蔭さまで来年１0年という節目の年を迎えま
す。この節目を迎えるにあたり会員同士で今後どのように活動するか、今
までで一番話し合っています。その中でこれまで先輩方が創り育ててきて
くれた想いや、支えてくださっている周囲の方々への感謝を改めて感じて
おります。様々な活動も大事ですが会員同士の考えを話し合い、理解する
ことが何より大事であると気付かされました。
　私たちは近江八幡や社会のために活動し、次の世代に語れるようなはち
まん青年経営者会を目指し、新たな一歩を踏み出します。

はちまん青年経営者会
代表世話人	堀	勝之

　はちまん青年経営者会（青経会）では、地
域の若手経営者が経営者としての資質を醸成
し、あわせて地域の振興・発展に向けた活動
を行っています。
　経営者としての資質を高めるための研修を
はじめ、トライアスロン大会や夏祭りイベン
トなどに取組んでいます。
　経営者としての自身を磨き上げたい、多業
種に広くコミュニティをつくりたい、近江八
幡のために何かしたい！という方、私たちと
一緒に、新しいまちづくりをしませんか？ぜ
ひご参加ください。

入会資格
近江八幡商工会議所の会員事業所で、年齢が20歳以上49歳以下（会員として2年以上在籍できる方）の経営者・
後継者、または会員事業所が推薦する方。

新入会員募集中！

代表世話人	㈱たねや　堀	勝之

街コンイベント「はちこん！20１8」にて
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事業所名・代表者名 所在地・電話番号・ホームページアドレス 事業内容

鶏笑 近江八幡店
山口 和広

西庄町1252-2 ビジネスホテル西ノ庄４号室
TEL.(0748)36-1725

からあげ専門店（お弁当も
販売しています）

COFFEE＆CAKE カフェ ガッキ
小田垣 幸代

小幡町上５番地 喫茶店

鈑金塗装 HIRO
池元 弘行

東近江市平田町93-3
TEL.(0748)23-2050

車両の鈑金塗装・車検・整備・
販売

ビューティサロン・みどり
神田 早苗

堀上町130-1 近江八幡カンキビル203
TEL.(0748)33-7788　https://jp.ilb.io/diet/000000500/

耳ツボダイエット、エステ、
トレーニング

小野田工房
小野田 洋人

八幡町242-2
TEL.(0748)32-7740

舗装・土木

MJQ自家焙煎珈琲店
岡田 弘義

鷹飼町1539-1
TEL.(0748)33-3562

コーヒー生豆を仕入れ、自家焙
煎した豆やコーヒー器具を販売

カットハウス モアプラス
奥村 智

若葉町一丁目91-9
TEL.(0748)37-4084

美容室

街並・水郷美術館
檜山 秋彦

北之庄町742
TEL.(0748)32-6370　http://suigo.siga.jp/

絵画、彫刻など美術作品を
展示閲覧に供する

アトリエ La Deesse
中西 泰子

鷹飼町453-6 シャルマンクレール301号
TEL.(0748)36-3365

エステ、ネイル

新入会員様のご紹介

受付： 9:00～20:00
／おひとり様1時間程度
／時間は受付時間内で応相談

お電話・FAXにて開催会場へご予約をお願いします。
近江八幡商工会議所 Tel:0748-33-4141 / Fax:0748-32-0765
安土町商工会 Tel:0748-46-2389 / Fax:0748-46-5644

資金・手続き・マーケティング・経営知識・計画づくり・・・

近江八幡商工会議所・安土町商工会では、創業の個別相談会を開催しています。
漠然と興味がある、アイデアはあるけど本当に実現できるのか、第二創業・副業で、など・・・
疑問点、不安点にお答えします。ぜひお気軽にお申込み下さい。

5.11(月) / 6.8(月) / 7.6(月) / 8.3(月) / 9.7(月)
会場： 安土町商工会 近江八幡商工会議所 近江八幡商工会議所安土町商工会 安土町商工会

（掲載を希望された事業所さまのみのご紹介です。敬称略）
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悩んでいるのはあなただけじゃない！
『０（ゼロ）からはじめる事業承継』冊子のご紹介

　事業承継は、「経営者が今すぐ会社を辞める」ということでは
ありません。“自分が居なくなっても会社が存続・発展してほしい”、
“ますます世間から必要とされる企業になってほしい”という風に、
自分が育ててきた会社の将来の姿を考える「事業計画」のひとつ
なのです。

　５年後、10年後の事業承継のために今から十分に準備すること
は、会社の存続、発展のためにとても重要なことです。後継者が
いなくても、事業を引き継ぐ方法は様々に存在します。

　経営者の方が「何からはじめればいいのか」ということを考え
るきっかけとなることを願い、滋賀県の合併等地域振興推進事業
の一環として当冊子を作成いたしました。冊子は近江八幡商工会
議所にて配布しています。

　事業承継に悩む経営者はあなただけではありません。まずは、
相談するという一歩を踏み出してみませんか。お悩みの方は、ま
ずは近江八幡商工会議所までお気軽にお問合せください。

０
か
ら
は
じ
め
る
事
業
承
継

近
江
八
幡
商
工
会
議
所

　金融機関の紹介でとある工場へ金融機関の担当者に
同行して、面談をした会社の話です。社長には２人の
娘がいました。長女の婿が結婚を機に会社へ就職した
そうです。それから数年、娘婿の働きに社長は評価を
して、後継者候補として指名をしました。社長はその
娘婿をかなり気に入った様子でした。そんな中での面
談でしたが、親族内承継を進めるにあたっての相談と
いうことで、いろいろお話を伺うことができました。

　事業承継としては順調に進んでいる恵まれたケース
であったと記憶しています。親族内承継のうち、経営
者が交代しない理由の多くは、後継者の能力に対する
不信感が挙げられます。この会社にとっては後継者が
経営者に気に入られるほどの評価と信頼を得ているの
で、事業承継課題についても障害となる大きなものは
ないと思われました。ところが、社長の説明が進んで
いくうちに、「会社の株式は後継者に一気に1００％
を渡そうと思っているんです」との説明があったので
す。その瞬間、私は「いきなり1００％を渡すのは望
ましくないですね」と社長に進言しました。社長は私
に理由を聞いてきました。「万が一、万が一の話です
が…」親族内承継の相談の場合、事業だけで話が済む
とは限りません。プライバシーの問題が絡むことが多
いのです。私は「もし、娘さんが離婚されたら、会社
は娘婿とはいえ、他人の会社になってしまいますよ」
とためらいながら言いました。さらに、「娘婿を評価

していることは理解しておりますが、株式はできれば
複数回に移動させるか、種類株式をもって、議決権を
制限するかを検討していただく方がいいかと思いま
す」。社長は私の不安を一蹴するかのように「そんな
ことは大丈夫や。信頼しているから」と答えるのみで
した。確かに、娘が婿と離婚をすることを想定して、
事業承継を進めることはキリのない想定なのかもしれ
ません。

　そんなキリのない想定が別の会社で起こってしまっ
たのです。ある商工会議所の経営指導員から、相談に
乗れるかどうかの電話が私にありました。その内容は、
「事業承継で娘婿に引き継いだけど、娘が離婚をした。
会社の株主は娘婿が1００％所有している」とのこと
でした。キリのない想定が別の会社で生じていました。
会社を何とか取り戻したいというのが相談内容でし
た。私は株式譲渡に関し、会社法に違反していないか
を確認するべきではと、株式譲渡の瑕疵について調べ
るべきと伝えたうえで、「現状はセンター案件ではな
く、弁護士の支援が必要」と回答をしました。

　キリのない想定という「まさか」の坂は、あちこち
にあるわけではありません。リスク管理として心の隅
にとどめておくだけでも、転がり落ちることから免れ
ることができるのではないでしょうか。

第１回　「娘婿への引継ぎにご注意を！」

本当にあった事例で学ぶ事業承継 滋賀県事業引継ぎ支援センター
統括責任者　梅原克彦
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商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）
－2020年３月調査結果－

　全国335商工会議所の会員2630企業にアンケート調
査（有効回答数2037企業・回答率77.5％）を行った
ところ、全体の92.1%の企業で「経営への影響が生じ
ている」、または「長期化した場合に影響が生じる懸念
がある」という結果となりました。特に「影響が生じ
ている」と回答した企業の割合は前月の約４倍と大幅
に増加しています。「影響が生じている」と回答した企
業の割合を業種別にみると、小売業が56.6％で最も多
く、サービス業が56.1%となっています。具体的な影
響の内容としては、「製品・サービスの受注・売上減少、
客数減少」が72.7%で最も多く、「イベント・商談会等

の延期・中止に伴う受注・販売機会の喪失」が42.5%、
「従業員や顧客の感染防止対策等に伴うコスト増」が
26.1%となりました。
　全産業合計の業況DIは、▲49.0（前月比▲16.4ポイ
ント）で、中小企業の景況感は1989年４月調査開始以
来、過去最大の悪化幅※を記録しています（※これま
では、2011年４月時の▲11.8ポイントでした）。先行
き見通しDIは、▲56.5（今月比▲7.5ポイント）で、中
小企業の業況感は2011年6月以来のマイナス50台が見
込まれる厳しい状況です。

新型コロナウイルスによる経営への影響

※DI値 景況判断指数 について
　DI値は、業況・売上・採算などの各項目についての、判断の状況を表す。ゼロを基準として、プラスの値で景気
の上向き傾向を表す回答の割合が多いことを示し、マイナスの値で景気の下向き傾向を表す回答の割合が多いこと
を示す。したがって、売上高などの実数値の上昇率を示すものではなく、強気・弱気などの景況感の相対的な広が
りを意味する。
DI＝（増加・好転などの回答割合）－（減少・悪化などの回答割合）
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事 業 報 告

令和元年度空き店舗・町家調査事業　　　　　２月１６日㈰

空き店舗物件見学会開催
　今年度、滋賀県補助事業の一環として、空き店舗・町家調査
事業を実施している。本事業の中で、２月16日㈰にあきんどの
里（市内多賀町569）の空き物件をメインとした見学会を開催し
た。あきんどの里において６件の貸店舗が空いていたが、飲食
店を中心に全物件成約した。観光の中心地として、また、市内商
業活性化のメインとなっていくことに期待していきたい。

近江八幡商店街連盟年末売出しお客様招待会　　 ２月１7日㈪・１8日㈫

香川県こんぴらさんへ２50名様ご招待
　２月17日㈪・18日㈫に標記商店街連盟主催によるお客様招待
会を実施。昨年末に市内各商店街で実施された年末売出しで特
賞に当選されたお客様250名様をこんぴらさん１泊２日の旅に
ご招待した。往路は岡山県経由で向かい、善通寺参拝後、琴平
温泉「琴参閣」で宿泊。夜は大宴会でお楽しみいただいた。復
路は高松～淡路島で昼食後、帰路についた。お天気も良く、２
日間の旅を満喫していただいた。

令和２年度事業計画・予算

会　計　別 本年度予算額

一 般 会 計 ６８，１５８

中小企業相談所特別会計 ５３，５９５

共 済 事 業 等 特 別 会 計 ２２，５５５

職 員 退 職 給 与 積 立 金
特 別 会 計 ２１，６９３

合　　　　　　　　計 １６６，００１

　３月26日㈭に開催を予定しておりました第169回通常議員総
会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、中止され
ました。事前に開催されました常議員会において承認の令和２
年度事業計画・予算を、暫定計画・予算として、下記のとおり
で執行いたしております。
　新年度事業の概目
　行政に対する提案・要望活動、活性化事業、商工業の育成、行
政や他団体との連携・調整の基本事業をふまえて、会議所のテー
マとして「１、少子高齢化が進むなかで、企業と地域を元気にす
る会議所への転換」「２、会員確保と組織強化、収入確保、経費
削減など財政健全化による自主・自立化」「３、地域資源を活用し、
産官学民（金）連携によるまちづくり・次世代の人材育成」を掲
げ、新年度に特に強化する事業として、会員企業との連携、職員
のスキルアップ、交流と集い、労働力確保・雇用の創出、東北復
興支援、地域活性化と地域貢献、市の官庁街整備計画と当所会館
整備との調整、「経営発達支援計画」に基づく小規模事業者への
伴走型支援等を重点事業として推進いたします。

（令和２年４月１日～令和３年３月31日） （単位：千円）
令和２年度　予算総括表
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●用紙：琵琶湖の環境保全活動を支援する寄付金付びわ湖環境ペーパー
●インキ：環境配慮型インキ（植物油インキ  or ノンVOCインキ）
●印刷：有害な廃液を排出しない水なし印刷

Vol.144

・日牟禮ヴィレッジたねや　　・桐原小学校
・クラブハリエ日牟禮館　　　・きてか～な
・さざなみ浄苑　　　　　　　・長命ずいかくの湯
・近江八幡市学校給食センター
・近江八幡環境エネルギーセンター
・近江八幡市立総合医療センター

約500年前の十三重塔・約250年
前の灯篭など展示しています。

庭工房ジロベ

得 ト ク ク ー ポ ン

会報を見たとおっしゃった方に割引
施工代金を１割引

2020年5月１日～2021年4月末日　近江八幡商工会議所　5月号

事業所概要

【所在地】 〒523-0817　近江八幡市浅小井町964番地
【電話番号】 0748-32-1077
【FAX】 0748-34-1230
【営業時間】８：00 ～ 17：00
【定休日】日祝、お盆、正月
【メールアドレス】jirobe@sunny.ocn.ne.jp

　弊社は、親切・丁寧をモットーに、お庭の手入れ、造園工事、
伐採工事、公共工事等をさせて頂いております。
　その他、年代物灯篭・塔なども販売しております。
　水郷の広がる西の湖を借景にした庭園がございます。ヨシ葺
きの東屋から庭越しに見る四季折々の西の湖の景色は絶景です。
まずはお問合せいただき、ぜひご覧いただければ幸いです。

施工実績（近江八幡市内）

フォークリフト・玉掛け、小型移動式クレーン・高所作業車

各種安全講習も受付しております

Phone：0120-71-2131

                                私たちは時代のエネルギ－を担う商社です 

 
 
 
  
                                                

〒５２３－０８９２ 

                                  滋賀県近江八幡市出町２９３番地 

                                 Tel （０７４８）３３－３１０１ 

　当所会員事業所の画材専門店・画廊「ギャラリー耕
こうえいどう

榮堂」
さまより、近江八幡市出身の画家、 中田均さまの作品をご寄
贈いただきました。当所１階特別会議室に設置しています。
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