
Jero Honda©Jero Honda©

第５回 びわ湖トライアスロン in 近江八幡

���������������������������������
2019ＪＴＵトライアスロン エイジグループランキング対象大会

第７４回 茨城国体滋賀県代表選手選考会　第７２回 滋賀県民体育大会 一般の部
2021ワールドマスターズ関西 トライアスロン競技 出場資格ポイント対象大会

2019ＪＴＵトライアスロン エイジグループランキング対象大会
第７４回 茨城国体滋賀県代表選手選考会　第７２回 滋賀県民体育大会 一般の部

2021ワールドマスターズ関西 トライアスロン競技 出場資格ポイント対象大会

近江八幡市
宮ヶ浜周辺 
及び 
大中の湖干拓地

近江八幡市
宮ヶ浜周辺 
及び 
大中の湖干拓地

発行所：近 江 八 幡 商 工 会 議 所
住　所：滋賀県近江八幡市桜宮町231番2号
TEL0748-33-4141㈹　FAX0748-32-0765
URL：http：//8cci.com　E-mail：info@8cci.com
会員数／1190

商 工 会 議 所 会 報
近江八幡

�
カレンダー�����������2
お知らせ������������3
事業報告������������4
LOBO調査結果����������７
ｅチャンネル���������� 10

第５回びわ湖トライアスロン
in 近江八幡

６月16日（日）開催！

5
2019 事業・セミナー情報を発信中！

facebookはじめました
近江八幡商工会議所公式
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会議所カレンダー　2019年５月1日 ～ 2019年６月30日

５/ 1 水 天皇即位

2 木 国民の休日

3 金 憲法記念日

4 土 みどりの日

5 日 こどもの日

6 月 振替休日

7 火
8 水
9 木

10 金 女性会総会

11 土
12 日
13 月
14 火
15 水 建設工業会総会

16 木 発明相談会

17 金 経営計画作成支援個別相談会

18 土
19 日
20 月
21 火
22 水 近江八幡工業クラブ定期総会

23 木
24 金
25 土
26 日
27 月
28 火
29 水
30 木
31 金

６/ 1 土
2 日
3 月
4 火
5 水
6 木 Webとアナログを活用した集客・販売促進セミナー

7 金
8 土
9 日 簿記検定

10 月
11 火 第298回常議員会

12 水 日本政策金融公庫融資相談会

13 木
14 金
15 土
16 日 カラーコーディネーター検定　第５回びわ湖トライアスロンin近江八幡

17 月
18 火 近江八幡工業クラブ第一回理事会

19 水
20 木 発明相談会

21 金
22 土
23 日 珠算検定

24 月
25 火
26 水
27 木
28 金 第167回通常議員総会

29 土
30 日

２０１９年度事業計画・予算承認される
第１６６回通常議員総会開催

　第１６６回通常議員総会は、３月２５日㈪午後３時より、当所２階中ホールにおいて、小西近江八幡市長、園田近江八幡
市議会議長、奥田近江八幡市議会産業建設常任委員長、万野近江八幡市産業経済部長、藤田近江八幡市商工労政課長
の来賓をお迎えし、書面による権利行使者を含む５４名の出席によって開催され、２０１９年度事業計画・予算が承認された。
　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、消
費税増税に伴う軽減税率の周知・相談等を重点事業として推進する。

第166回通常議員総会開催� ３月25日㈪�15：00～

2019年度　予算総括表
（2019年４月１日～ 2020年３月31日）	 （単位：千円）

会　　計　　別 本年度予算額
一 般 会 計 57，423
中 小 企 業 相 談 所 特 別 会 計 52，564
共 済 事 業 等 特 別 会 計 23，184
職員退職給与積立金　特別会計 25，753

合　　　　計 158，924
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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－

知財総合支援窓口�
弁理士による出張相談

①13：30～14：30　②14：30～15：30
③15：30～16：30
　滋賀県発明協会から弁理士が来所、「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。
※６月は弁護士相談となります。
受講料：無料　　定　員：３名

5/16 　木
6/20 　木
7/18 　木

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

6/12 　水
7/10 　水
8/7 　水

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　￥35，800（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

￥37，800
（税別）

会員特別価格

￥35，800
（税別）

　実施期日　2019年４月～ 2020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

近江八幡商工会議所会員対象　人間ドック

　2019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13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。

2019年度会費の口座振替のお知らせ

Webとアナログを活用した
集客・販売促進セミナー

　現代では中小企業でもSNSなどのWebを活用するこ
とが必要不可欠になっています。そして、上手にWeb
を活用している企業はデジタルとアナログを組み合わ
せて売れる仕組みを作っています。本セミナーでは、
デジタル・アナログそれぞれの販促方法、それらを組
み合わせる術をワーク形式で学びます。

講　師：中野�雅公　氏
　　　　�グラスハパコンサルティング㈱�

代表取締役
　　　　中小企業診断士・ITストラテジスト
定　員：30名
　　　　�（定員になり次第締め切

らせて頂きます）
受講料：会員　無料
　　　　一般　3,000円

6/6木
13:30～
16:30

　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。

2019年度会員証を作成致しました

 近

江八幡商工会議所

会員証

 2019年度 http://8cci.com会員証
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　平成３１年２月１９日㈫・２０日㈬に、昨年末に市内各商店街で実施された年末売出しに
おいて特賞に当選されたお客様２５０名様を兵庫県湯村温泉に招待した。１日目はドラ
イブイン出石で昼食後、但馬大仏を拝観し、湯村温泉「いづつや」で宿泊。夜は２５０
名による大宴会。２日目は香住で海産物のお買物と豊岡かばんのお買物を楽しんでい
ただき、湯村温泉の旅を満喫していただいた。

年末売出しお客様招待会開催

近江八幡商店街連盟年末売出しお客様招待会� ２月1９日㈫・２月20日㈬

　近江八幡市総合福祉センターひまわり館栄養指導室にて開催。近江八幡の食材を１品以上使用したひなまつりにふ
さわしいランチメニューを考案してもらい、調理時間60分で３人分の料理を実際に調理してもらった。参加者は7組
14名。真剣な表情で、協力して料理を作成し、ひな
まつりらしい華やかな料理ができあがった。審査委
員にひさご寿司料理長川西豪志氏を招き、当会正副
会長とともに審査をしてもらった結果、岡山小の雁
瀬夢歩さんのメニューが１位に選ばれた。

女性会主催のメニューコンテスト開催

近江八幡の食材で作るひなまつりメニューコンテスト� ２月16日㈯　９：30～12：00

　Ｄｉｎｉｎｇ　 Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｇｉｆｔにて開催。米田正博＆スリーエコーズは関西で活躍されるジャズ・カルテット。昨年に引き続
き演奏していただいた。今回は、皆が知っている歌謡曲も多く選曲していただいたので、口ずさみながら熱心に聞き
入っておられる様子が見受けられた。最後に演奏し
ていただいた「ブルー・シャトウ」と「川の流れの
ように」は歌詞カードを配り、皆で大合唱した。
　食事・音楽を楽しみながら、会員同士が想い出の
音楽の話などで花を咲かせ、大変和やかな会員交流
事業となった。

米田正博＆スリーエコーズ　想い出のグループサウンズライブコンサート

会員交流事業� ３月1日㈮　18：00～20：00

　今年度の研修会は宮崎県高千穂町・熊本県熊本市方面で実施した。１日目は高千穂神社・高千
穂峡を見学、夕食後は夜神楽の見学をし貴重な体験となった。宿泊先の「離れの宿神隠れ」では
代表の佐藤氏より高千穂町のお話をしていただいた。２日目は
天岩戸神社・天安河原を参拝し、あまてらす鉄道のグランドスー
パーカートに乗車。水面からの高さ105mの絶景を眺めることが
できた。その後、熊本県へ移動し熊本城の復興の様子を見学した。
２日間通して会員交流を図ることができ、大変有意義な研修と
なった。

卸商連盟研修会

卸商連盟� ２月1７日㈰・２月18日㈪

（4）	 №51　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 令和元年５月１日

2019年5月号.indd   4 2019/04/17   11:35:49



　しみんふくし滋賀野間邸にて開催。イベント内容は、３歳～ １２歳のお子様を対象としたお雛様とお内裏様の格好で
の写真撮影会、ひなあられ・甘酒の配布（無料、小学生以下対象）、抹茶・お菓子の販売、ひなまつりメニューコン
テストの写真とレシピの展示。
　写真撮影会では、皆、お雛様＆お内裏様になりきり、
素敵な写真を撮っておられた。参加者の皆様に喜ん
でいただくことができ、次回も参加したいという感
想が数多く聞かれ、盛況なイベントとなった。

女性会おひなまつりイベント開催

おひなまつり女性会� ３月２日㈯　10：00～15：00

　滋賀県商工会議所女性会連合会の事業として毎年３月に実施。今年で8回目を迎えた。清掃場所は、当所から近江
八幡駅まで（往復）。普段、何気なく通っている道に
も空き缶やタバコの吸殻など多くのゴミがあった。
本活動を通じて街を綺麗にするとともに、会員の美
化意識向上も図ることができた。

　３月20日㈬午後より参加者12名で視察研修を開催。彦根の町家を利用した宿泊施設、本町宿を視察。開業の経緯や
町家ならではの強みなどお話を伺った後、見学を行
なった。その後、四番町スクエアを視察。彦根中心
市街地を盛り上げようと、これまで行なってきた試
みについてご説明をいただいた。今後の活動に参考
になる、非常に有意義な視察研修となった。

女性会清掃活動

彦根　本町宿・四番町スクエアを視察

滋賀県商工会議所女性会連合会　県内一斉清掃� ３月12日㈫　10：00～11：30

観光部会・サービス情報部会　合同視察研修会� ３月20日㈬

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

会員事業所様へお願いです！
2019年度�商工会議所会員増強�に付き

《お知り合いの…新規開業の事業所様、
� 未加入の事業所様を…ご紹介ください。》

会員交流からビジネスチャンスを拡大
人材育成のための研修会開催

各種相談業務等、会員ならではの
メリットを活用ください

＊会費額は資本金、従業員数に応じて異なります
＊会費は全額、損金算入できます

令和元年５月１日　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 №51　（5）

2019年5月号.indd   5 2019/04/17   11:35:51



新規就職者激励大会、新入社員研修会に参加して
株式会社大日本精工　福井　拓海

　今回の新人研修会では挨拶や敬語の使い方、報告・連絡・相談（ホウレンソウ）
など会社で働くうえで必要になる知識を実戦形式で学びました。敬語の使い方を改め
て勉強して、私が今まで使っていた敬語とは大きく違っていたことに驚きましたが、
これを機に敬語の使い方の間違いを直し、多くの人と話していきたいと思いました。
　ホウレンソウの講義では、例文をもとにどのタイミングで報告・連絡・相談を
行うのがいいかグループで話し合いをし、ほかの人の意見を聞くことで自分が気
づかなかったところが見つかりました。ホウレンソウを怠ると物事が大事になる

こともあり、私もホウレンソウをしっかりとしていきたいです。
　また、これからは社会人としての自覚をもって仕事に取り組んでいきたいと思います。ありがとうございました。

特別表彰（３０年以上）９名　一般表彰（１０年以上）３４名
　毎年、会員企業の従業員の方を対象とした商工優良従業員表彰式を、
３月２５日㈪午後１時３０分より当所２階大ホールにて開催。今年は、勤続
３０年以上９名、１０年以上３４名の方々が受賞され、秋村会頭から受賞者に
表彰状と記念品が手渡され、小西近江八幡市長、園田近江八幡市議会議
長から激励のお言葉をいただいた。この表彰は、地域商工業の発展に寄
与するとともに、勤労意欲の高揚を図るなど、永年、各企業において勤
務成績優秀な従業員に対して行っている。

平成３１年度　新規就職者激励大会・新入社員研修会
講師：特定非営利活動法人　日本接遇教育協会
　　　理事長　阿部ふみ�氏

　今春、新社会人になられた方および平成30年度
に中途入社された方を対象に、新規就職者激励大
会・新入社員研修会を開催した。15社38名が参加。
激励大会では当所�秋村会頭、近江八幡市�小西市
長、東近江公共職業安定所�中野所長より歓迎とお
祝いの言葉が贈られた。引き続き行われた研修会
では、２日間にわたりコミュニケーションやビジネ
スマナーの基礎について学ばれた。本研修会をきっ
かけとして、社会で活躍されることを期待したい。

平成30年度商工優良従業員表彰式� ３月25日㈪　13：30～

新規就職者激励大会・新入社員研修会� ４月４日㈭・５日㈮
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商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）
－2018年3月調査結果－

業況ＤＩは、一進一退の動き。先行きは懸念材料多く、慎重な見方変わらず

　3月の全産業合計の業況DIは、▲16.9と、前月から＋1.2ポイントの改善。ただし、「悪化」から「不変」
への変化が主因であり、実体はほぼ横ばい。堅調な民間工事を中心とする建設業に加え、春の観光シーズン
到来によりインバウンドを含む観光需要が好調に推移した一方、受注が減少した半導体や産業用機械、自動
車関連を中心とする製造業の業況感が悪化した。深刻な人手不足の影響拡大や原材料費の高止まり、根強い
消費者の節約志向を指摘する声は依然として多く、中小企業の業況改善に向けた動きは力強さを欠く。
※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。

◎第二創業・副業などのご相談も対応しております！お知り合いの方にもご紹介下さい！

◎「創業」何から始めたらいいかわからない、漠然と興味がある･･･ まずはお気軽にご相談下さい！

開催日 テーマ 会場

5月7日（火） 女性応援相談会 安土町商工会

6月3日（月） 創業のいろはを学ぶ 近江八幡商工会議所

7月1日（月） 女性応援相談会 安土町商工会

8月5日（月） 店舗兼住宅で創業しよう 近江八幡商工会議所

9月2日（月） 女性応援相談会 安土町商工会

☆各回テーマを決めて、特に当てはまる方をお待ちしています！もちろんテーマ以外でもお受付します。

時間

内容

午前9時～午後8時／おひとり様1時間程度／時間は受付時間内で応相談

創業・第二創業・副業などの個別相談。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

近江八幡商工会議所では創業・第二創業のご相談を受付けています。
上記の相談日以外でも、いつでもお気軽にご相談ください！
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　後継者不在で事業をこの先どうするのか、事業は自分
の代で廃業しようと思う、経営者の中には、なんとなく
そんな風に思っている方もおられるのではないでしょう
か。この漠然とした思い、裏を返せば、ご自身が事業か
ら身を引くことを意味しています。
　後継者がいない事情はそれぞれあります。また、廃業
しようとすることもそれなりに考えた結果だと思いま
す。もし、ご自身が事業から身を引くところから、その
思いへつながったのであれば、事業や会社を売却すると
いう選択肢を考えてみてはいかがでしょうか。ご自身が
事業から身を引く方法は、廃業の他に売却という選択肢
があるのです。
　事業や会社を売るという方法には、主に2つあります。
株式譲渡と事業譲渡。株式譲渡とは株式会社や有限会社
において株式や出資持分を売却するということです。こ
の方法ではいわゆる貸借対照表に記載されているものや
従業員、知的資産等全てが譲渡されることになります。
事業譲渡は特定の資産、負債、知的資産等を個別に売買
契約によって譲渡することになります。株式譲渡とは違
い、従業員は個別に労使契約を結ぶ必要があります。
本当に売れるの？
　会社や事業が売れるためには、買手にとって価値があ
るかないかがポイントになります。財務内容や収益性が

良好であれば、売れる確率が高くなるのは当然ですが、
債務超過や借入金が残っていても、買手にとって事業と
して魅力があれば、売れることはあります。もちろん、
その分の売却価格は低くなる可能性はあります。
売ることのメリットは？
　会社や事業を売却するメリットは、精神的、金銭的、
時間的な負担を軽減することだと考えます。廃業による
引退では、取引先や金融機関との調整が必要となります。
また、事業用の設備等がある場合は、その処分費用がか
かったり、売却先を探す必要があります。従業員がいれ
ば、退職金等の手当てや雇用関係が切れることへのお詫
び等の精神的な負担もかかってくることが予想されま
す。しかし、売却となれば、取引や雇用の維持を図るこ
とができるので、同じ調整においてもお詫びするのでは
なく、前向きな引継ぎをお願いすることとなりますので、
精神的な負担も軽減されることは想像つくでしょう。事
業が高い価値として評価されれば、売却価格も高くなる
ため、手元に入る金銭も多くなり、老後資金等への貢献
にもつながることになります。
　同じ引退でも、やり方によって、負担を強いられるの
であれば、ぜひ、売却という選択肢も考慮に入れてみる
のもいいのではないでしょうか。

第８回「会社を売る」

知っていないと損をする本当の事業承継 滋賀県事業引継ぎ支援センター
統括責任者　梅原克彦

                                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 
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アクサ生命保険株式会社　○○支社　○○営業所　
〒000-0000　○○○○○○0-00-0　 TEL 00-0000-0000 
アクサ生命保険株式会社　彦根営業所
〒522-0063　彦根市中央町3-8　彦根商工会議所会館３階　TEL　0749-26-0977
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イーチャンネル

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　新規会員のほか初めての方の掲載をお願いします
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

事業所概要　カネ吉山本直営のフレンチレストラン
近江八幡市長命寺町182
TEL　0748-32-8515　FAX　0748-32-8520
営業時間　11：30～14：00（LO）、17：00～19：30（LO）
定休日　毎週火曜日定休
（祝日の場合、営業）
ホームページアドレス
www.vue.sc
メール
info@vue.sc

近江八幡市長命寺町の琵琶湖沿いの高
台にある隠れ家フレンチレストラン。
眼前の琵琶湖と自然豊かなロケーション。
春には桜、夏に深緑、秋の紅葉、冬は雪
化粧と四季の移り変わりを楽しめます。
季節香る旬の食材と、老舗カネ吉山本
直営の本場近江牛を使用したフレンチ
が味わえます。
ゆっくりと流れる時間の中で景色を楽
しみながらお食事はいかがでしょうか。

得トク
クーポン

会報をご持参の方に割引き

１枚で１グループ、ワンドリンクサービス（最大4名様まで）
・お一人様1回限り　・一部アルコール飲料可

2019年５月１日～６月末日　近江八幡商工会議所　５月号

～海鮮・近江牛～DANnai

得トク
クーポン

会報をご持参の方に割引き

☆ドリンク何でも１杯無料サービス☆ 
（フェイスブック・インスタグラムの投稿で

さらにもう１杯無料サービス！！）

2019年５月１日～６月末日　近江八幡商工会議所　５月号

地元居酒屋　豊富なメニュー　新鮮食材
ウマイ！！に必ず出会える店！！

新鮮な近江牛肉・ホルモン・海鮮を取
り揃えてます！！
ホルモンには豊富なビタミン・ミネラ
ル・コラーゲンがたっぷり含まれてい
ます。
近江牛炙り寿司や各種お寿司、すき焼
き鍋、地どり、鉄板焼き、鍋物各種。
近江牛を使用した数多くのメニューを
リーズナブルな価格で提供しています。

シャルム� ￥2,700
セゾン� ￥4,000
ペイザージュ�￥5,400

ボヌール� ￥8,500
スーリール�￥10,800
(価格はすべて税込表示)

事業所概要　居酒屋
近江八幡市桜宮町219-1
TEL　0748-47-8152
営業時間　（平日・日）17：00～23：30（LO：23：00）
　　　　　（金・土）　 17：00～24：00（LO：23：30）
定休日　火曜日（８名以上の予約の場合は営業）
ホームページアドレス　http://oumigyuu.net/
instagram・Facebookもやってます。
～海鮮・近江牛～DANnaiで検索！！

近江八幡運動公園

ラ コリーナ近江八幡

●

●

LE POINT DE VUE
（ル・ポワン・ドゥ・ヴュ）

26

近江八幡商工会議所

近江八幡市役所
近江八幡税務所

●
●

●

中村町南

502

～海鮮・近江牛～
DANnai

カネ吉山本直営の近江牛を味わう隠れ家フレンチ
LE POINT DE VUE（ル・ポワン・ドゥ・ヴュ）

Vol.139

●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

・近江牛�炙り寿司
・近江牛ホルモン鍋
・近江牛特上ロースすき焼き
・海鮮丼
・お寿司各種
・ホルモン各種

・近江牛特上ロース焼きしゃぶ
・造り盛合わせ

・お持ち帰りもできます。
　（一部商品不可）
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