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５日㈬ こどもの日

８日㈫ 事業承継支援相談会

５月～６月

５月３日㈪ 憲法記念日

13日㈰ 第158回 簿記検定

みどりの日４日㈫

知的財産権(発明)相談会20日㈭

18日㈮ 働き方改革相談会

27日㈰ 第222回 珠算検定
第225回 暗算検定
第132回 段位認定

9日㈬ 日本政策金融公庫融資相談会

17日㈭ 知的財産権(発明)相談会

11日㈫ 事業承継支援相談会

12日㈬ 日本政策金融公庫融資相談会

令和３年度の会費について

令和３年度の当所会費につきましては、

　近江⼋幡商⼯会議所では、
毎年会員証を発⾏しています。
会員の方は、ぜひ⽞関等に掲
⽰をしていただければ幸いで
す。

令和３年度会員証を作成しました

こんな感じでご利用ください！

　所得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。

振替納税をご利用の方へ（振替日のお知らせ）

令和２年分所得税及び復興特別所得税

令和２年分消費税及び地⽅消費税（個⼈事業者）

　詳しい情報については、国税庁のHP をご覧いただ
くか、お近くの税務署までお問合せください。

５⽉12 ⽇(水)
にご指定の金融機関⼝座より振替させていただきます。

※ 納付書払いの事業所様は、緑⾊の会費納付書を⽤い
てご納付をお願いいたします。

※ 領収書は発⾏致しておりませんので、必要な場合は
お申し付けください。

６月７日㈪ 創業相談会

11日㈮ 第305回 常議員会

25日㈮ 第171回 通常議員総会

令和３年５⽉31⽇(⽉)

令和３年５⽉24⽇(⽉)

13日㈭ 近江⼋幡⼯業クラブ定時総会

はちまん青年経営者会 通常総会25日㈫
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－表記のない場合、会場は全て近江八幡商工会議所です－

5/12水
6/9水
7/14水
8/12木

5/20木
6/17木
7/15木
8/19木

INPIT 知財総合支援窓口 
知的財産権(発明）相談会

①13：30～14：30　②14：30～15：30　③15：30～16：30
　専門のアドバイザーが来所、「先行技術調査」「特許権
の侵害対策」「特許権」「商標権」「意匠権」「実用新案」
などお気軽にご相談ください。予約制です。
相談料:無料　　定員:３名

受講お申込フォーム
事前にご予約をお願いします。	TEL	0748-33-4141

資金準備はお早めに！！ 
日本政策金融公庫 融資相談会

 国の制度融資(小規模事業者向け)借入相談会を毎月1
回開催しています。 予約制です。
①10：30～11：15　②11：15～12：00
③13：00～13：45　④13：45～14：30
⑤14：30～15：15　⑥15：15～16：00

5/11火
6/8火

 事業承継の準備は早いほど、 より適切で円滑な承継が
実現できます。安心中立・秘密厳守・相談無料の相談会を
ご活用ください。事業の現状について話し合い、どのよう
な承継が望ましいかを一緒に考えます。
予約制です。
相談時間：10：00～16：00

事業承継支援相談会 メールアドレス登録のお願い
 当所ではSNSの積極活用に取り組んでおり、会員の皆
様に、コロナ対策や補助金等の有益な情報や各種お知ら
せをタイムリーにお届けできるよう努めています。 また、
会報誌に加え定期的にメールマガジンの配信をいたしま
す。ぜひメールアドレスをご登録ください。
【登録方法】E-MailまたはFAXにて、下記内容をお送りください。

・事業所名	・メールアドレス	・電話番号	・代表者名
【送信先】E-Mail：	info@8cci.com FAX：	0748-32-0765
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女性会
活動報告

女性会では女性経営者が集まり商
工業の発展・地域振興・社会貢献
に向けた活動をしています。
いろいろな活動を通じ会員相互の
連携、自らの資質の向上をめざし
ています。一緒に活動しませんか。

　近江八幡商工会議所大ホー
ルにて第２委員会（広報委員
会）を開催した。出席者は７
名。会議は、創立30周年記
念誌の発行について検討する
もので、最終の原稿を確認し
校正を行った。

　近江八幡商工会議所大ホー
ルにて開催。出席者は11名。
議題は、①記念事業の決算報
告及び積立金について②ビジ
ネス型コミュニティ補助金に
ついて。積立金については、
次回40周年に向けて100万円以上を目標に予算を組
み立てていく。ビジネスコミュニティ型補助金につい
ては、５月募集に応募することが決定。内容については、
次回検討する。

小見山 康子

近江⼋幡商⼯会議所⼥性会第２委員会
令和３年２⽉４⽇(木)

第３回役員会を開催

会 員 紹 介

　市内円山町で(株)水郷のさと	まるやま	という会社名
で水郷めぐり事業を始めて早10年が過ぎました。昨年
からのコロナの影響を受け当社だけでなく観光業界は
大きな打撃を受けました。精神的にも経営的にも厳し
い一年で、この状態がいつまで続くかわからない現状
です。でも目の前の景色は四季と共に移ろいつつ変わ
らぬ景色を見せてくれています。

　その景色に私も日々癒されています。大好きな水郷
の景色をこれからもたくさんの方に見て頂きたいし、
よしの事を知って貰いたいです。地元の人々が手をか
け守り続けてきた景観が重要文化的景観第一号として
近江八幡にあるのです。是非地元の方にも水郷めぐり
を楽しんで頂きこの景色を好きになって貰いたいです。
今こそ地元の良さを再確認するときなのではと思って
います。
　私も知らない所や行っていない所がたくさんありま
す。色んな方と交流して地元の新しい魅力や歴史文化
をもっと知りたいと思います。

(株)水郷のさと まるやま
所在地
近江八幡市円山町1467-3
電話番号
0748-32-2333
営業時間及び定休日
	４月～11月	9：00～ 17：00　無休
12月～	3月	9：30～ 16：00　水曜休
※悪天候欠航時臨時休業
ホームページ
http：//www.za.ztv.ne.jp/tekogi.maruyama/

令和３年２⽉25⽇(木)

　関西商工会議所女性会連合会理事会及び会長会議が
ZOOMを使ってのオンラインで開催。会長が出席した。
関西女連の集まりは、令和元年６月の総会以来となり、
各会近況を報告しあった。

　滋賀県商工会議所女性会連合会第1回正副会長・監
事会がGoogle	meetを使ってのオンラインで開催。会
長が出席した。本年度の会費や次年度の事業担当につ
いて検討をした。

関西商⼯会議所⼥性会連合会 理事会・会長会議　開催
令和３年３⽉15⽇(⽉)

滋賀県商⼯会議所⼥性会連合会　第1回正副会長・監事会　開催
令和３年３⽉15⽇(⽉)

　近江八幡商工会議所大
ホールにて開催。出席者は
10名。議題は、①ビジネス
コミュニティ型補助金②総
会について。ビジネスコミュ

ニティ補助金は会長からの提案をもとに検討したが、結
論は出ず、正副会長に一任されることになった。総会は
４月21日（水）、懇親会はなしで開催することが決定。総
会資料については次回役員会にて確認いただく予定。

第４回役員会を開催
令和３年３⽉17⽇(水)
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新規会員募集中！
TEL:0748-33-4141

宮ヶ浜の清掃活動を実施
　宮ヶ浜は例年、びわ湖トライアスロンin近江八幡大会の会場となっていま
す。令和３年も大会が開催できない中、トライアスロンに関わり次につなが
る事業として、大会で使用させていただいている感謝を込め、３月例会とし
て、３月23日、22名が参加し宮ヶ浜の清掃を行いました。
　大会が予定されていた６月頃には、地域の子どもたちも参加できる事業
へ繋げていきたいと考えています。活動を通じて、トライアスロン大会の認
知度の向上、びわ湖の魚やごみ問題を考える機会になればと思います。

トライアスロン大会の様子
■ 清掃活動⾵景

■ 活動結果
　令和３年３月23日８時から22名が参加し実施。ほと
んどが、⽊くず、枝などで、トラック５台で搬出。処分
ゴミの合計は1,100kg（可燃ごみ1,090kg、不燃ごみ
10kg）となりました。休暇村近江八幡支配人から、「浜
はしばらく手を付けられていなかったので、掃除してい
ただきありがたい。」とお話をいただきました。

■ 清掃活動担当 外部交流PTリーダー 尾崎勝哉 氏
　ビンや⽸などのごみは少なく、⽊くず、枝がたくさん
あった。たくさんの方にご参加いただき浜をきれいにで
きてよかったです。
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滋賀働き方改革推進支援センター
〒 大津市打出浜 番 号 コラボしが 階（滋賀経済産業協会内）
開設時間：9：00～17：00（土日祝・年末年始除く）

厚生労働省委託事業

「働き方改革」に取り組む事業主の皆様をご支援します 相談支援
無料

近江八幡商工会議所 相談会開催！！

６月１８日（金）相談時間 ① ： ～ ② ： ～ ③ ： ～

当日の午前中までにご予約をお願いします。

社会保険労務士が相談に応じます。

お気軽にご相談ください。

ご相談の機密保持は厳守します！

令和 年度の相談会がスタート！

★助成金の活用を考えている方
★正規雇用と非正規雇用の待遇差について相談されたい方
★就業規則を見直したい方

社会保険労務士がお悩み解決の
お手伝いをします

７月１６日（金）

８月２７日（金）

センター相談 講師派遣企業訪問支援

毎日、センターの社会保
険労務士が電話・来所相
談に応じます。

いつでも、セミナーや研
修会へ講師を派遣し、
働き方に関するご希望
の講演を行います。

いつでも、希望される
企業へ社会保険労務士
が訪問しサポートしま
す。

このようなサポートメニューを用意しています！
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空き店舗・空き家調査を実施しました！
近江八幡の旧市街地を対象に

（令和２年度 近江八幡商工会議所 補助事業）

　近江八幡は、これまでの暮らしの中で形成されてきた
歴史的な町なみや風景がみられ、大きな魅力となってい
ます。しかし、近年は空き店舗や空き家が急増しており、
深刻な問題となっています。当所では、近江八幡の旧市
街地に住んでおられる方を対象に、現在使用されている
住宅や店舗、所有されている空き家・空き店舗に関する
アンケート調査を実施しました。

対象物件数　1,494戸

回答数　　　　353件
調査期間　令和２年12月～令和３年１月

調査結果（主なものをピックアップ）

所有者の年代

60歳以上が75％（266件）

建物の建築時期

町家（昭和25年以前）が20％（71軒）

登記や相続の状況

完了している方が81％（285件）

店舗の今後（５～ 10年後の状態）

営業を続ける方が60％（21軒）

相談をしたい方が14％（5軒）

空き家にならないためには、ここがポイント！

建物の名義を確認する！
名義を更新していないと、建物を管理でき
ず、将来全く動かせない空き家になってし
まいます。建物の登記を更新していない方
は要注意！

人と建物を分けて考える！
建物には建物の生き方があります。「身内の
問題だから」と抱え込んでいても状況は改
善しません。支援機関へ早めに相談しましょ
う！

物件の相談会を開催しました

当所不動産部会と合同で実施し、空き家の活用
について様々な内容をご相談いただきました。
[第１回] １/24（日） 相談件数３件
[第２回] ２/21（日） 相談件数３件
この相談会は令和３年度も開催予定です。

商工会議所に相談してみませんか？
当所では、空き店舗や空き家の活用につい
てのご相談を受け付けています。下記まで
お気軽にご連絡ください！
TEL. 0748-33-4141　info@8cci.com
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　自宅で食事する機会が増える中、手軽で美味しい＜テイクアウト＞を活用してみてはいかがでしょう？
地元食材を使ったオリジナルメニューをテイクアウトできるお店をご紹介！近江八幡の味をお楽しみください。

かふぇ れおにーせ ～ホットサンド～

　八幡堀より少し歩いたところにある「かふぇ れおにー
せ」。ランチやケーキ、コーヒーを楽しめる、古民家カフェ
です。店主の加藤光治さんは、発達障害や学習障害のあ
る子どもたちの塾も運営されており、カフェを通じてお
客さんと子どもたちが交流できる機会を作られています。

「お客さんも子どもたちも明るく、とてもいい場になって
いる」と加藤さん。
　メニューは全てテイクアウトでき、中でも手作りの＜
ホットサンド＞がおすすめ。えび豆、丁字麩、赤こんにゃ
く、自家製の近江牛肉味噌など、近江八幡ゆかりのもの
が具材になっています。その時々で中身が変わり、何が
入っているかは当日のお楽しみ。また、中学２年生のみぃ
ちゃんが作るケーキもおすすめ。中学生が作ったとは思

えない完成度の高さで人気だとか。毎日あるわけではな
く、「注文できた人はラッキー」とのこと。また今年４月
にリニューアルされ、自分の店を出したい人が一日店長
となり、店舗運営の経験ができる場としての活用もスター
ト。テイクアウトはもちろん、一日店長に興味がある方
も大歓迎です。

住所：近江八幡市新町３-9
電話番号：0748-36-3495
定休日：月・木曜日
営業時間：10:00 〜 16:00

バルベッタ ～ミネストローネ、お惣菜セット～

　今年で14年目になるイタリア料理のお店「バルベッタ」。
店主の岡村嘉洋さんは、イタリアで１年半修行をされたの
ち、故郷の近江八幡で開店。「地元の人に、地元で採れた
ものを食べてもらいたい」をモットーに、メニューのほ
とんどが近江八幡産の食材で作られています。近江八幡
は一年を通して旬のものや珍しい野菜が採れるため、色々
なメニューで食材を生かすことができるとのこと。「修行
時代に食べた、イタリアのお母さんが作っていたような、
毎日食べても『また食べたい』と思える料理を作ってい
きたい」と話してくださいました。
　おすすめのテイクアウトメニューは地元の野菜がいっ
ぱい入った＜ミネストローネ＞。野菜の旨味が凝縮され
て、心も温かくなる一品です。また日替わりの＜お惣菜

セット＞も人気。４種類のお惣菜が入っており、栄養も
彩りもいいバランス。テイクアウトは主に夜に対応して
おり、メニューは日替わり。お客さんに出来立てをお渡
しするため、電話での予約制です。今夜は家でゆっくり
プロのイタリア料理を堪能したい、という日はぜひお試
しください。

住所：近江八幡市中村町20 ダイゴビル1
電話番号：0748-32-5636
定休日：月曜日定休、火曜日不定休
営業時間：11:30 〜 15:00(14:00 L.O）
　　　　　18:00 〜 22:00（21:30 L.O）

八幡堀

●

●

●

●
●

和た与 近江兄弟社

滋賀銀行

旧伴家
住宅

近江八幡市立資料館

かふぇ れおにーせ

玉木

小幡

近江八幡
市役所

グリーンホテル
YES近江八幡

近江八幡
商工会議所

たねや
クラブハリエ

至近江八幡駅

近江八幡
郵便局●

●

●

●

●

バルベッタ

中村町南

桜宮町
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親族への事業承継 　　滋賀県事業承継・
　引継ぎ支援センター
統括責任者　内海　靖

準備はお早めに！
事業承継コラム

　日々様々な悩みを抱え「今のことで精いっぱい！」と
いう経営者も多いと思いますが、引退後の体制（場合に
よっては会社のたたみ方）も真剣に考えなくてはなりま

せん。後継者への承継、第三者への引継ぎ、廃業や倒産
に分けることができます。今回は、後継者への承継とし
て親族内承継のポイントをご説明します。

■ 後継者候補の確認
　築き上げた事業の将来を身内に託すことは、好ましい
事業承継の方法だと思いますが、本人のヤル気や覚悟は
非常に重要です。後継者の本音は確認しておきましょう。

❶ 経営者としての引継ぎ
　次のような引継ぎが必要になります。
① 経済・社会活動に必要なルール（法令・会計・税務）

の理解
②経営学的なもの（ノウハウや実務）
③従業員との関係性
④外部とのつながり（取引先や金融機関など）
　その他、現経営者が重要と考える資質を加えることも
良いと思います。
　最初から完璧な人はいません。必要なものから順次吸
収すればよく、効果的・効率的に引き継ぐには計画の立
案が有効となります。

❷ 事業用資産や株式の承継
　事業や後継者の地位の安定を図るには、生前に実現す
る売買や贈与が適しています。売買はもめる心配がなく
承継方法としてはすっきりしますが、後継者の資金力が
問われます。実際には税金も見極めながら贈与・相続を
考えられるケースも多いと思います。（贈与税及び相続税
については、改めてご紹介します）

❸ 事業承継計画の作成
　見通しを書き出すと、バトンタッチまでの課題が明確
になり、関係者にも共有できます。但し、現状確認がで
きていないと計画はなかなか描けません。まずは、資産
や借入も含めて経営状況がどうなっているか確認しま
しょう。その上で、売上や利益、新たな施策などを計画
する際に事業承継も組み込んでいきましょう。

（事業承継計画のサンプル）

〒520-0806 大津市打出浜２番１号コラボしが21 ９階　Tel：077-511-1505(1503)
～承継全般の相談のほか、承継計画の策定もお手伝いしています。ぜひご連絡下さい！～
※ これまで第三者による事業引継を支援してきた「滋賀県事業引継ぎ支援センター」と主に親族内事業承継を支援し

てきた「滋賀県事業承継ネットワーク」の機能を統合・強化し、ワンストップ体制を明確にするため、令和３年４
月より新たに『滋賀県事業承継・引継ぎ支援センター』として活動の場を広げます。

【お問い合わせ先】
滋賀県事業承継・引継ぎ支援センター

（令和３年度 第１回）

（承継方法の比較）
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八幡商人の物流ルート

第４回

　八幡堀が、八幡山城の要害だけでなく運河とし
て使われていたことは、よくご存じだと思います。
では、江戸時代、隆盛を極めた八幡商人たちは、
八幡堀を含め、どのようなルートを使って全国に
商品を運んでいたのか紹介していきましょう。
大坂廻し（湖上ルート）
　西川甚五郎家にのこるもっとも古い勘定帳であ
る寛文12年（1672）の「算用帖」には、八幡堀から
江戸までのルートが記されています。まず八幡堀
から大津まで船で運んでいます。大津からは陸路
で京都の伏見まで、伏見からは三十石船に載せ淀
川を下り、大坂の天満まで運びます。記録にはあ
りませんが、ここから同家の大坂店に一旦荷物を
運び、廻船問屋に依頼して、一気に（といっても、
最短で10数日かかります）江戸まで運んでいます。
この時は、畳表を1451枚運んでいますが、算用帖
にはそれぞれかかった運賃が記されています。ま
ず八幡堀から大津までの船賃が７匁９分３厘、大
津から伏見までの駄賃が25匁２分、伏見から天満

までの船賃が７匁、さらに大坂から江戸へ船賃が
63匁となります。こうしてみると陸路にかかる費
用が割高なこと、大坂から江戸までにかかる船賃
が、ほかに比べて割安に感じますが、これは西川
甚五郎家のように大量に商品を輸送するためと思
われます。
白子廻し
　一方、同じ江戸までの商品輸送で、「白子廻し」
と呼ばれる伊勢白子（三重県）を経由するルートも
存在します。これは、八幡から白鳥道・御代参街
道を経由して土山宿、その後亀山宿まで東海道、
伊勢街道から白子湊まで運び、ここから廻船で江
戸に運ぶというルートです。
　この場合も、畳表や蚊帳などを輸送していたよ
うですが、おそらく西川甚五郎家ほど大量な商品
を取り扱わない八幡商人が利用していたと考えら
れます。東海道は宿場間を輸送する問屋は決まっ
ていたので、重要なのは八幡から土山までの運搬
を担った輸送業者です。
　八幡町の惣年寄を務めた梅原家に残っている日
記の天保６年（1835）記録を見ると、蚊帳仲間の荷
物は、馬淵村と千僧供村が昔から担っていたと記
されています。ここに岩倉村含めた３ヵ村が「馬
淵谷」の馬持仲間と称され、彼らが（八幡町から土
山宿までの）荷物の輸送を一手に任されていたと
考えられます。
　なお、八幡町と中山道を結ぶ白鳥道は、商人の
商品輸送と、周辺村が八幡堀等を通じて大津に年
貢米を運ぶための重要な道であり、中山道との接
点にある馬淵村は管理統括者として重要な存在で
した。

八幡商人の物流ルート 近江八幡市総合政策部文化観光課　烏野茂治
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事業所名 連絡先 ひとことコメント

BONHEUR
近江⼋幡市丸の内町５-50
TEL.080-9733-3699
https://info@bonheur-f.com　　info@bonheur-f.com

アウトドア、特に釣り関係のアパレルやルアー
を販売しています。卸店大募集中です！！

さの商店 info@sanosyouten.com
ホームページ制作・管理、印刷物など、広報パー
トナーとして規模や予算に合わせご提案いたし
ます。

BAR アトミック パンチ 近江⼋幡市鷹飼町1570 ロイヤルトップビル
TEL.090-3611-7021

JR近江⼋幡駅近くで、ダーツとカラオケが楽し
めるバーです。

美容室★Big 近江⼋幡市上田町629
TEL.0748-37-0141

高齢者の方に親しまれている美容室です。お気
軽にどうぞ♪

時豊建設
近江⼋幡市池田町３丁目12番地
TEL.0748-46-5633
https://tokitoyo.jp/　　info@tokitoyo.jp

自然の木材から手作りした「木のおもちゃ」を
販売中♪宮大⼯の経験を活かした「本物の手仕
事」に自信あり！地域に根ざした⼯務店です。

（掲載を希望された事業所さまのみのご紹介です。敬称略）

                                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 

商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）
2021年３月調査結果

　2020年度に賃上げを実施した企業は前年度調査から大幅に減少し、コロナ禍の厳しい経営状況がうかがえます。

2020年度の所定内賃金（正社員）の動向
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　当所大ホールにて、
㈱大川印刷 代表取締役
社長の大川哲郎氏をお
招きし開催。オンライ
ン 参 加 可 能 な ハ イ ブ
リット形式とし19名が
参加された。
　コロナ後を見据え、中小企業においてSDGｓをいかに経
営計画に実装するか、これまでの取り組みを多数ご紹介い
ただいた。全社員を巻き込み課題に向き合うこと。小さな
ことから始め、全社員がSDGｓを意識すること。従業員へ
の効果も大きいことなど、SDGsを実際に進める上でのポイ
ントなどを話され、講演終了後も活発に質疑応答が⾏われ
た。

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

２月19日(金）　近江八幡工業クラブ新年例会

中小企業が活躍する新しい時代のSDGs経営

４月12日(月）

事業再構築補助金等オンライン説明会
　「事業再構築補助金」について経済産業省 近畿経済産業局 
産業部 中小企業課 課長補佐 二目真次氏に解説頂いた。新
型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン開催と
した。
　規模が大きく注目を集めている補助金とあって、28名の
参加申し込みがあった。
　説明会では、わかりやすく解説をいただき、引き続きの
質疑応答も活発に⾏われ、関心の高さがうかがえた。

３月４日(木）

健康経営優良法人2021を認定取得しました
　近江⼋幡商⼯会議所は昨年から健康経営に取組み、2021
年3月4日に経済産業省が推進する「健康経営優良法⼈2021

（中小規模法⼈部門）」に認定されました。
　本制度に認定されると、経済産業省のHPに公表され、従
業員の就労環境の改善に積極的に取り組む企業として、求
職者や関係企業等からの企業評価を高めることに繋がりま
す。
　今後は職員の健康維持と増進、業務意欲の向上をはかり、
充実した会員サービスを提供できるよう目指してまいりま
す。また、健康経営や認定取得に興味がある方はご相談く
ださい。

健康経営とは？

従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。従業員と一緒に健康の維持や増進に取り組む
ことで会社の活性化やイメージ、業績を向上させていく取り組みです。
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３月25日(木）

会員企業の従業員の方々が表彰されました！

　近江⼋幡商⼯会議所では、会員企業で永年勤務・尽⼒さ
れた従業員の方を表彰する商⼯優良従業員表彰式を例年開
催しています。
　３月25日㈭午後１時30分より令和２年度の表彰式を開催
し、特別表彰（勤続30年以上）として11名、⼀般表彰（勤
続10年以上）として30名の方々が受賞されました。
　尾賀会頭から受賞者に表彰状が手渡され、小⻄近江⼋幡
市長、⽚岡近江⼋幡市議会議長から激励のお⾔葉をいただ
きました。その後、表彰された方々を代表し、㈱関⻄⻭⾞
⼯業社の服部義彦さまが感謝の意を述べられました。表彰
式の最後には、㈲カキウチさまによる記念撮影が⾏われま
した。

４月６日(火）・７日(水）

新入社員の方々が研修会に参加！
令和３年度　新規就職者激励大会・新入社員研修会

　ビジネスマナーの基礎を学ぶ研修会（講師：阿部ふみ先生）
を開催し、11社から 21名の方が参加されました。
　研修会に先立って⾏われた激励大会では、当所 尾賀会頭、
近江⼋幡市 小⻄市長、東近江公共職業安定所 藤田所長から
参加者にお祝いの⾔葉が贈られました。

阿部先生が
アドバイス♪

お盆はこの位置！

教え合って
スキルアップ！

名刺交換に
挑戦！

尾賀会頭
からの激励

日光精器株式会社
キム　ヨンハ さん

　学校を卒業して、社会⼈として新しい場所への第⼀歩は緊張やワクワク感の
ある中、新入社員研修会に参加する事から始まりました。
　新入社員の姿勢、敬語、話し方、電話マナーなど社会⼈としての第⼀段階を
学ぶ事ができる機会でした。
　この新入社員研修は、学校という垣根の中にいた子供が社会について初めて
の学びとして、まるで子供が補助輪を外して自転⾞に乗る様な学びの始まりの
段階だと思います。
　今から自分で進み、様々な仕事のバランスを合わせながら自転⾞が倒れない
様に、上り坂を登らなければなりません。いつの間にか頂上に着いて、その頂
上まで続く⾞輪の跡を見ながら成長した自分を振り返ると胸が⼀杯になる事で
しょう。
　自転⾞の乗り方を教えてくれたこの新入社員研修により、今回参加した新入
社員たちの素晴らしい未来の為の第⼀ステップを近江⼋幡商⼯会議所で学ぶ事
が出来ました。
　これからの未来を進む事が出来る機会をいただきありがとうございました。

参加された方からのメッセージ
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E-channel　このコーナーへの掲載事業所募集中です
あなたのお店を会報誌でＰＲします！掲載は無料ですが、２ヶ月間有効の得トククーポンをお願いします
掲載は当会議所会員事業所に限ります　ご希望の方は、お気軽に商工会議所までお問合せください

●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.150

HOTORI GYM by Bivvas

得 ト ク ク ー ポ ン
会報を見たとおっしゃった方に割引

入会金50%OFF（お一人様１回限り）

2021年５月１日～2021年６月末日　近江⼋幡商⼯会議所　５月号

　顔は「心の窓」コミュニケーションに欠かせません♪
コロナ禍、マスク生活が続いております。
　お肌やメイクへの意識がどうしても薄れがちの今、あな
たは大丈夫ですか？　メイクの機会が減ったり、お手入れ

も手抜きになったりシミ・しわ・た
るみなどおっしゃる方が多くなって
います。

アドビューティ ケイ

得 ト ク ク ー ポ ン
会報を見たとおっしゃった方に割引

上記エステメニュー 10%OFF（お一人様１回限り）

2021年５月１日～2021年６月末日　近江⼋幡商⼯会議所　５月号

所在地　近江八幡市上田町1244-21
TEL・FAX　0748-36-3451
営業時間　10:00〜19:00
定休日　毎週月・火曜日
　　　　（月末火曜日は営業）

所在地　近江八幡市鷹飼町南３丁目
　　　　3-8ムラタビル４F-A
TEL　090-7759-5120
営業時間　9:00〜22:30
　　　　　（最終受付 21:30）
定休日　不定休

パーソナルトレーニング（マンツーマン）3,300円（税込）
パーソナルトレーニング（２名ペア）2,200円（税込）

　業界屈指の実績を持つトレーナーがお客様の
理想に向けたボディメイクを徹底サポート！ダイ
エット、体⼒作り、運動不足解消など、マニュア
ルではなく目的やレベルに合わせたメニューで初
心者の方やジムが続かなかった方もしっかり継続
できます！近江⼋幡駅徒歩２分！お子様同伴OK
なので ママさんも安心してご来店ください♪

【新規様限定】

ボディメイク・ダイエット専門店

HP Instagram LINE公式アカウント

トレーナー　月村 達也 氏

エステ化粧品専門店

　美容機器による肌分析でご自分のお肌の声を聴いてみませんか(^^♪
　お肌を知れば、意識も変わります。お手入れ方法のアドバイス
やメイクレッスンを実施しております。手に負えないところはエ
ステにおまかせくださいね。

LINE公式アカウント
【エステメニュー】クイックコース 40分 3,300円（税込）
　　　　　　　　　ミニコース 30分 2,200円（税込）

昨年７月のオープンからわずか半年で顧客100名以上！
20〜50代まで幅広い年齢層の⽅が通う完全個室の

本格プライベートジム♪

カウンセリングを通してあなたのなりたいキレイへ
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