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　新型コロナウイルスによる影響から、あらゆる分野でヒト・モノ・サービスの動き

が停滞しています。商工会議所では、会員事業者の事業の継続を第一に考えた、売上

確保を支援するマッチングサイトを開設します。在庫や原料が余っている、新しい取

組のパートナーを探しているなど、商品・製品・サービス（消費者向け・事業者向け）

の情報を掲載し、売り手と買い手のマッチングをお手伝いします！

登録
したい方

事業者・
消費者等

登 録 閲 覧マッチング

食べる 買う 売る 作る 人材 運ぶ その他

近江八幡商工会議所 TEL : 0748-33-4141
E-mail : info@8cci.com

akindo-shiga.net
新規情報の登録

登録情報の確認

はコチラから➡

コロナ関連の支援施策を知りたいなど、経営相談を随時受付ております。お気軽にご連絡ください。

【マッチングのイメージ】

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス に 負 け る な !

問合せ

あきんど助けあい

あきんど助けあいネット滋賀

情報
画面

問合せ・商談

力をあわせて乗り越えましょう！

マ ッ チ ン グ サ イ ト

買い手
よし

世間
よし

売り手
よし

あきんど助けあいネット滋賀
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持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で 50％以上減少して

いる事業者に対する国の給付金（法人は上限 200 万円、個人事業者は上限 100 万円）です。 

持続化給付金の申請は、ホームページからの電子申請が基本となりますが、オンライン申請が困難な方のため

の申請サポート会場が、6/25より近江八幡商工会議所の大ホールに開設されました。 

 

 完全事前予約制となりますのでご注意ください。予約方法は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①WEB 予約 持続化給付金 申請サポート会場検索ページ（右の QR コード） 

  会場一覧から「滋賀県」→「近江八幡市」を選択してください。 

②電話予約（自動） 

音声ガイダンスに沿ってボタン操作することで申請会場を予約できます。 

申請の際には会場番号が必要です。近江八幡会場の会場番号は「○○○○」です。 

℡：0120-835-130 （24 時間予約可能） 

③電話予約（オペレーター対応） 

オペレーターが対応し、申請会場の予約を受け付けます。 

℡：0570-077-866 （受付時間：平日、土日祝日ともに 9:00～18:00） 

 

6/29

２５０６

二次元コード）
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夏期源泉相談会のご案内

令和２年７月６日㈪、８日㈬、９日㈭

９：００～１５：３０

納期限は７月１０日㈮です。
期日に遅れないようご注意ください。

誠に勝手ながら、
８月１３日㈭・１４日㈮

は休館させていただきます。

夏季休館のお知らせ

７月５日㈰ 第44回福祉住環境コーディ
ネーター検定（施行中止）

８日㈬ 日本政策金融公庫融資相談会

11日㈯ 第86回販売士検定（施行中止）

12日㈰ 第28回環境社会検定（eco検定）
（施行中止）

14日㈫ 事業承継ネットワーク相談会

16日㈭ 発明相談会

23日㈭ 海の日

24日㈮ スポーツの日

28日㈫ 事業承継ネットワーク相談会

８月2日㈰ 第220回暗算検定

３日㈪ 創業個別相談会

10日㈪ 山の日

11日㈫ 事業承継ネットワーク相談会

12日㈬ 日本政策金融公庫融資相談会

20日㈭ 発明相談会

25日㈫ 事業承継ネットワーク相談会

30日㈰ 建設工業会　
近江八幡市防災総合訓練

　例年10月初旬に行っていました、会員向け
健康診断につきまして、コロナウイルス感染
症の影響を鑑み、今年度は12月初旬へ開催を
延期いたします。

＜開催日＞
2020年12月７日㈪ (AMのみ)、８日㈫～10日㈭

　会員の皆様にはご不便をおかけいたします
が、何卒ご了承くださいませ。なお、正式な
ご案内、申込等につきましては会報９月号に
てお知らせいたします。

令和２年度 会員向け健康診断 延期のお知らせ

７月～８月

13日㈭～14日㈮ 休館日

日　程

時　間

17日㈮ 誰でも作れる事業計画セミナー

21日㈫ 誰でも作れる事業計画個別相談会

27日㈪ 誰でも作れる事業計画個別相談会

　滋賀県事業引継ぎ支援センターが近江八幡
商工会議所で事業承継の相談を毎月承ります。

令和2年
７月28日㈫ ８月25日㈫ ９月23日㈬

相談時間10:00 ～ 16:00　事前予約制　
TEL：0748-33-4141（近江八幡商工会議所）

事業承継個別相談会
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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

令和２年度 会員向け健康診断 延期のお知らせ

オンデマンドWEBセミナーを開設しています

会員様限定！パソコン・スマホからいつでもどこでも受講可能！
コロナ対策や制度改正に関する情報などについて、オンデマンドで受講できる

近江八幡商工会議所「Webセミナー」
を開設しておりますので是非ご活用ください。
※�本サービスの利用にあたっては、『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案内チラシ
を同封しております。

Webセミナー二次元コード

7/8水
8/12水
9/9水
10/14水

7/16木
8/20木
9/17木
10/15木

INPIT 知財総合支援窓口 
知的財産に関する相談会

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　　会場:近江八幡商工会議所

＜制度改正に関するWebセミナー＞
雇用調整助成金を含む雇用維持対策、働き方改革関連法
対策など、様々な制度改正に関するセミナーも開設して
おります。

＜Webセミナー＞
コロナ禍における販路開拓手法や補助金活用法などのコ
ロナ対策のほか、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
を受講できます。

「小規模事業者持続化補助金申請のための 誰でも作れる事業計画セミナー＆個別相談会」を開催します

　コロナ対策として「小規模事業者持続化補助金」を活用してみませんか。
　小規模事業者が事業計画に基づき実施する販路開拓（ホームページの改修やチラシの作成）や非対面ビジネスモデ
ルへの転換などの取組に対して、その費用の一部を支援する補助金です。申請書（事業計画書を含む）作成のポイン
トを中心に、申請に向けた直前対策としてセミナーと個別相談会を開催いたします。
詳細は、別添チラシをご参照ください。なお、個別相談会は事前予約制です。

セミナー
個別相談会

講師
受講料
定員

７月17日㈮、９月１日㈫�13：30～ 15：30（会場：滋賀中央信用金庫本店営業部�５Fホール）
７月21日㈫、7月27日㈪ 13：00～ 17：00
９月８日㈫、９月15日㈫�13：00～ 17：00（会場：近江八幡商工会議所）
K’sビジネスファクトリ―　代表�南山賢悟氏�（中小企業診断士・技術士（経営工学））
セミナー：無料（会員・非会員）、個別相談会：会員無料、非会員2,000円
セミナー 10名、個別相談会各日４名（45分／枠）

制度改正セミナー二次元コード
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　弊社は文久３年（1８６３年）に
創業した和菓子舗です。
　初代の小川与惣松が砂糖問屋「綿
五」から独立し、主家の一字に自ら
の「与」の字を加えたものを店名と
してここ近江八幡に店を構えました。
今では滋賀の銘菓といわれる「でっ
ち羊羹」に加え近江米を使ってもち

もちに仕上げたういろ餅や季節の和菓子等を製造販売し
ております。
　最近は「でっち（丁稚）さん」という言葉をご存じない
方も増えたことから店や商品に愛着を持っていただける
よう、滋賀の「名物」飛び出し坊やの丁稚さんバージョン
を製作、店頭に設置し観光のお客様に喜ばれております。
　また地元のことをもっと子どもたちに知ってもらい
たいという思いから工場の見学やお話会などの機会を

もうけています。
　２０1９年には親戚が営んでいた鰻料理店を引き継
ぐ形で新たに八幡堀沿いに鰻と和甘味の店「明治橋　
あまな」をオープンいたしました。
　自社の製品だけでなく、滋賀の美味しい食材やお茶を
のんびりと八幡堀の景色を眺めながら楽しんでいただけ
るよう、ひいては近江八幡の魅力を紹介してファンを増
やしていけるよう頑張っていきたいと思っております。

　蓄熱式薪ストーブMarkαはこれからの薪ストーブで
す。ストーブの大きさと暖かさは高気密、高断熱住宅に
ぴったり。ストーブ本体から放熱されてじんわりとお部
屋を暖めてくれます。蓄熱式薪ストーブは、省エネタイ
プの薪ストーブです。
　上田町にある前出産業株式会社の事務所には、Markα
を常時展示しております。着火しての体験も可能です。
　これから１戸建て住宅をお考えの方、また薪ストーブ

設置をお考えの方は是非お越しください。赤いストーブの看板が目印です。

女性会
活動報告

女性会副会長
前出	みずほ

蓄熱式薪ストーブ　Markαシリーズ

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。

前出産業株式会社

会 員 紹 介

女性会副会長
小川	貴子

〒523-0872　近江八幡市玉木町2-3
0748-32-26１0
9：00～ １8：00
火曜日

所 在 地
電話番号
営業時間
定 休 日

株式会社和た与 明治橋あまな

明治橋あまな

〒523-00１5　近江八幡市上田町１288-１8
0748-37-１647
9：00～ １7：00
日曜日	祝日（事前にお電話いただければ休日も対応いたします。）
http://mark-series.jp

所 在 地
電話番号
営業時間
定 休 日
ホームページ

：
：
：
：
：

：
：
：
：

〒523-0837　近江八幡市大杉町32
0748-32-5295
１0：00～ １7：30
火曜日/不定休

所 在 地
電話番号
営業時間
定 休 日

：
：
：
：

（6）	 №59　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 令和２年7月1日 令和２年7月1日　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 №59　（7）

173954.indd   6 2020/06/24   13:37



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（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！
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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・メールアドレス 事業内容

ふぉるすりーる 加藤 光治 近江八幡市新町３丁目９番　TEL.(050)3187-4826 軽度の発達障がいの生徒への学習支援塾

Zizi 井上 真悠 近江八幡市桜宮町219-1 2F　TEL.(0748)47-6060
https://zizi-lounge.business.site/

スナック

麺屋うまか 近江八幡店　 前橋 康樹 近江八幡市鷹飼町456-10　TEL.(0748)32-0007 ラーメン店

カリッジュ 近江八幡店　 前橋 康樹 近江八幡市鷹飼町456-10　TEL.(0748)41-0492 からあげ専門店（お弁当・テイクアウトやってます！）

株式会社ヤマカジ　　 山梶 源時 近江八幡市安土町上出313-1　TEL.(0748)46-5006
info@yamakaji-omi.com

野菜、お米、除菌・消臭剤の販売　人に優しい、環境に優
しい、安心・安全なこだわりの商品をお届けします！

KBI社会保険労務士事務所
　

久保井 淳一 近江八幡市加茂町3697-9　TEL.(0748)26-1535
j-kbi@iris.eonet.ne.jp

社会保険労務士（経営コンサル、就業規則作成、助成金申請
代行等）、キャリアコンサルタント　お気軽にご相談ください！

　商工団体の紹介で滋賀県内のとある場所へ同行面談
で案内していただきました。道中、その地域ならでは
の風景に魅力を感じた私は観光客の少なさに疑問を感
じていました。その地域の産物もあるようでしたが、
特に盛り上がりを感じることはありませんでした。
　相談者はその地で長らく飲食店を営んでいる８代目
の社長でしたが、食品事故からでた風評により顧客が
減少、また、本人の健康不安もあって、事業を売却し
たいということから、商工団体を通じて紹介をいただ
きました。当初の段階から、売却する覚悟に疑問をもっ
ていたので、そのあたりを確認しようと思っていまし
たが、相談者のところへ行く道中の風景を見て、魅力
を活かしきれていないのではないかと感じていまし
た。
　相談者の話は、生い立ちから、家族の話、抱いてい
る不安の話、また、長らく続いてきた立派な店舗の話
など、多岐にわたりました。後継者となりうる親族は
娘でしたが、引き継ぐ意思はなく、また、相談者、両
親それぞれに持病があるため、事業の売却はやむなし
と思っておられたようでした。しかし、店舗に続く母
屋に両親が住んでおり、売却の相談もしていないとい
う状況でした。また、売却後のライフプランも家族と
話し合ってはいないようでした。
　私はこの店舗の魅力、事業の魅力を聞かせてほしい
と質問すると、相談者は思いが詰まったようにたくさ
んの魅力を話してくれました。さらに、この地域の魅
力ついて聞くと、同席の商工団体の経営指導員の方か
らも熱く語ってくれたのでした。それだけの魅力がな
ぜ集客につながらないのかと、質問をしました。答え
が返ってきませんでした。過疎化しつつある地域は一
見魅力の陳腐化が起こっているように見えるのかもし

れません。そこに住む人たちにとっては当たり前の風
景であり、生活そのものであるため、魅力として感じ
ることもないかもしれません。しかし、そこに活かし
きれていない何かがあるはずです。そのあたりをお話
しさせていただいたところ、地域の魅力とお店の魅力
の接点に気づかれたようでした。もちろん、売却の話
はいったん棚上げ、商工団体の支援を受けながら、も
う一度、自力で何とかするとのことで相談者は勇気が
わいてきたようでした。
　本件では経営環境の急激な変化によって、相談者が
一人苦しみ悩んでいた結果、一つの道筋として売却を
決断されたようでしたが、その覚悟は全くなく、先代
である両親や家族ともしっかり話し合われていません
でした。また、生まれ育った地だからこそ、当たり前
の環境に、その魅力に気づくこともなく、見つめ直す
機会もなかったのかもしれません。
　滋賀県事業引継ぎ支援センターは、後継者不在の事
業をM&Aで第三者へ引き継ぐ役割を担っていますが、
相談者の気持ち、真のニーズを掘り下げて、寄り添い
ながら話を聞いて判断することを大切にしておりま
す。４月に承認された令和２年補正予算で事業引継ぎ
支援センターの拡充として、新型コロナウイルス感染
症の影響で経営環境の急激な変化により、事業の売却
や廃業を検討しているものの、相談に行くことができ
ない事業所へ、事業引継ぎ支援センターの相談員が直
接訪問し、不安なこと、これからのことについてお話
を聞く事業を実施することになりました。ぜひ、この
機会に滋賀県事業引継ぎ支援センターへご連絡いただ
ければ、相談に参りますので、よろしくお願いします。
（TEＬ	077-5１１-１503	滋賀県事業引継ぎ支援センター）

第２回　「覚悟と見つめ直す機会」

（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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商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）
－2020年５月調査結果－

　全国335商工会議所の会員2703企業にアンケート調
査（有効回答数2061企業・回答率76.2％）を行ったと
ころ、新型コロナウイルスによる経営への影響につい
て「影響が生じている」と回答した企業の割合は2020
年４月調査から8.7ポイント増の65.5%となり、「長期
化すると影響が出る懸念がある」と合わせて96.0%と
なりました。中小企業からは、業況は一段と厳しくなっ

ているという声が聞かれる一方、新しい生活様式に対
応するための取り組みを進めるといった声も聞かれま
した。テレワークの実施状況については、「テレワーク
可能な業務がない」という企業が７割弱と多数を占め
たものの、消毒の徹底やテレビ会議の導入等、自社で
可能な感染防止対策に努めている回答がみられました。

新型コロナウイルスの影響と対策

※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）

　５月上旬に、尾賀会頭より、新型コロナウ
イルス感染拡大防止および衛生環境維持のた
め、マスク2000枚をいただきました。当所
会報誌５月号に同封し、会員さまへお送りさ
せていただきました。

尾賀会頭から
コロナ対策マスク2000枚

をいただきました

モア アヴァンセ
☎0748-32-3422

モア エージレスエステ
☎0748-33-7531
セラ･ヴェルディ
☎0748-33-4986

モア 蒲生
☎0748-55-2097

美しい毛髪づくりを
目指して45年
これからも“キレイ”と
“健康”を発信しつづけます！美しい毛髪づくりを目指して38年 これからも“キレイ”を発信しつづけます!!

ＣＵＴＨＯＵＳＥ ＭＯＲＥ 
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建設工業会植樹

　近江八幡建設工業会青年部会は、緑化推進・地域貢献を目的に毎年取り組んでい
る市内教育施設等への植樹事業を行った。今年度は八幡保育所、島小学校、武佐こ
ども園の３カ所で実施。ブルーベリー２本、沈丁花３本、ハクモクレン１本、くぬ
ぎ３本、もみじ１本、山砂を寄贈した。
　今年度は新型コロナウイルスの影響により、小学校等が休校する中での開催となっ
た。会員はマスク着用など感染対策をしっかりとった上で、少しでも子どもたちの
役に立てばと思い取り組んだ。

４月１７日㈮

青年部会　植樹事業を実施

「雇用調整助成金」活用個別相談会

　5月22日㈮から6月16日㈫の合計７日間、岩井由紀子社労士、西岡
信行社労士による個別相談会を開催。21社の方が相談会に参加され
た。個別相談とあって事象にそった丁寧な解説・説明をいただけた。

５月22日㈮〜６月16日㈫

新型コロナウイルス対策　従業員雇用維持のための
「雇用調整助成金」活用個別相談会

持続化補助金セミナー

　当所２階大ホールにおいて、新型コロナウイルス感染症拡大防止に充分配慮した
上で開催。㈱大永コンサルティング　代表取締役で中小企業診断士の永井俊二氏を
講師に迎え、小規模事業者持続化補助金申請書を基に経営計画作成におけるポイン
トについて解説いただいた。（４名出席）自社の現状を把握・分析した上で今後どうな
りたいか、またその実現のためにどのような取り組みが必要かなどお話しされ、参
加者一同、熱心に聴き入っておられた。

５月１日㈮

経営計画作成支援セミナー

宿料飲会

　近江八幡市内業者の事業継続、地産地消への取り組みとして宿料飲会へあっせん
弁当提供の依頼があった。宿料飲会会員８社の応募があり、輪番制とし６月８日㈪
～６月30日㈫の平日に、１日あたり約100⾷の弁当を提供。限定特別メニューもあり、
職員は弁当に⾆⿎し、好評であった。

宿料飲会メンバーによる市職員・商工会議所職員へのあっせん弁当販売

６月８日㈪〜６月30日㈫
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青経会役員改選

　はちまん青年経営者会は新型コロナウイルスの影響により、令和２年度通常総会を書面で開催
した。審議の結果、全７議案が賛成多数により承認された。また役員改選に伴い、新代表世話人
に㈱たねや�堀勝之氏・㈱Ｏne�FIELD�徳山貴彦氏が就任された。
今年度も青経会は新代表を筆頭に、コロナ対策支援事業をふくめ、近江八幡を活性化させるまち
づくりの取組に尽力していく。

令和２年度 はちまん青年経営者会 通常総会（書面開催）

建設工業会役員改選

　近江八幡建設工業会は新型コロナウイルスの
影響により、第60回定時総会を書面で開催した。
審議の結果、全６議案が賛成多数により承認さ
れた。また役員改選に伴い、新会長に㈱坂本建
設　坂本智晃氏が就任された。
　近江八幡建設工業会青年部会も同様に、第31
回定時総会を書面で開催。審議の結果、全５議
案が賛成多数により承認された。同じく役員改
選に伴い、新部会長に㈱徳山建設　徳山真也氏
が就任された。

近江八幡建設工業会・近江八幡建設工業会青年部会定時総会（書面開催）
近江八幡建設工業会 役員

（令和２年４月１日～令和４年３月31日）�（敬称略）
役　職 氏　名 事業所名
会長 坂本　智晃 ㈱坂本建設
副会長 秋村　　昻 ㈱秋村組
副会長 小川　敏信 ㈱小川組
副会長 重田　将利 ㈱重田組
理事 田中　康博 ㈱タナカ重建
理事 福本　哲也 福本電機㈱
理事 杉原　良次 杉原建設
理事 門野　昌樹 ㈲門野造園
理事 西村　浩一 ㈱ニシケン
理事 木村庄一郎 木村工務店

相談役理事 辻喜代一郎 ㈱辻コーポレーション
相談役理事 田中　良昭 浅原工業㈱
相談役理事 西川　　学 ㈱西川組
監事 小川　勝見 ㈲梅花園
監事 福井　　寛 福井電気工業㈱

近江八幡建設工業会青年部会 役員
（令和２年４月１日～令和４年３月31日）�（敬称略）

役　職 氏　名 事業所名
部会長 徳山　真也 ㈱徳山建設
副部会長 小川　慎哉 ㈲梅花園
副部会長 西川　寛朗 ㈱西川組
幹事 古株　祐治 ㈱アース
幹事 辻　　博行 ㈱辻コーポレーション
幹事 田中　淳史 ㈱田中重機
幹事 重田　貢佑 ㈱重田組
監事 西村　洋助 ㈲西村工務店
監事 吉井　達也 シンエイ

女性会役員改選

　近江八幡商工会議所女性会は、コロナウイルス感染拡大防止のため、令和２年度定時総会は書
面審議により開催した。全６議案について審議し、全議案が賛成多数により承認された。
また、役員改選に伴い、新理事に㈱水郷のさと�まるやま�小見山康子氏が就任された。
　今後の事業活動は、コロナウイルスの状況をみながら再開する。

近江八幡商工会議所女性会定時総会（書面開催） 近江八幡商工会議所女性会役員
（令和２年４月１日～令和４年３月31日）� （敬称略）

役　職 氏　名 事業所名
会　長 髙木　茂子 ㈲ラビットハウス
副会長 前出みずほ 前出産業㈱
副会長 小川　貴子 ㈱和た与
理　事 藤居　久栄 フジイ薬局㈱
理　事 樋口　和子 華れん
理　事 平田　好子 出雲産業㈱
理　事 広瀬真由美 ㈲かじ直タイヤ
理　事 小見山康子 ㈱水郷のさと�まるやま
監　事 隨井　佳子 近江薬品
監　事 成瀬　和子（福）しみんふくし滋賀

工業クラブ役員改選

　近江八幡工業クラブは、コロナウイルス感染拡大の影響により、令和２年度
定時総会は書面審議により開催した。各審議事項は賛成多数（会員数42、投
票数32（可32、否０））で全て承認された。３年に一度の役員改選により、
新会長に㈱近江兄弟社�山村�徹氏、新副会長にアインズ㈱�大森�七幸氏が選任
された。
今後の事業活動は、コロナウイルスによる収束状況を考慮した上で、再開する
予定ですのでご理解・ご協力のほど宜しくお願いいたします。

令和２年度近江八幡工業クラブ定時総会開催（書面開催） 近江八幡工業クラブ新役員
（令和２年４月～令和５年３月）� （敬称略）

役　職 氏　名 事業所名
会長 山村　　徹 ㈱近江兄弟社
副会長 大森　七幸 アインズ㈱
副会長 大西　淳一 大西電子㈱
理事 岡村　秀男 ㈱関西歯車工業社
理事 前出　博幸 前出産業㈱
理事 山野　　智 日本カーボン㈱滋賀工場
理事 堀田　泰志 ㈱ＵＡＣＪ押出加工滋賀
理事 間川　明子 (有)石匠　近江
理事 石塚　　勝 シキボウ㈱八幡工場
理事 本田孝一郎 オイレスＥＣＯ㈱近江工場
理事 村西　広治 メニックス㈱
理事 谷澤　徹也 ㈱大日本精工
監事 中山享一良 日光精器㈱
監事 児島多鶴子 近江ユニキャリア販売㈱

はちまん青年経営者会 役員
（令和２年４月１日～令和４年３月31日）� （敬称略）

役　職 氏　名 事業所名
代表世話人 堀　　勝之 ㈱たねや
代表世話人 徳山　貴彦 ㈱One�FIELD
世　話　人 藤井　稔也 スミ利文具店
世　話　人 奥村　吉男 ㈱奥村佃煮
世　話　人 畠山　典之 ALL・IN㈱
世　話　人 森嶋　正幸 森島商事㈱近江牛�毛利志満
監　事 岡野亜希子 山本美智子事務所
監　事 櫻井健太郎 メニックス㈱
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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.145

女性のための
トータルビューティーサロン

ビューティーサロン・みどり

得 ト ク ク ー ポ ン
会報を見たとおっしゃった方に割引

お一人様１回限り エンビロンエステフルコースご予約の方 3,000円引き

2020年７月１日～2020年８月末日　近江八幡商工会議所　7月号

事業所概要

【所在地】 〒523-0031 近江八幡市堀上町130-１ 近江八幡カンキビル203
【電話番号】 0748-33-7788
【営業時間】９：00 ～ 17：00（予約の方20：00まで可）
【定休日】日曜日、臨時休業あり
【メールアドレス】beautysalonmidori@gmail.com
【ホームページ】https://jp.ilb.io/diet/000000500

　当サロンは、「耳ツボダイエット」「エンビロンエステ」「パワー
プレートトレーニング」を行っています。“一人ひとりの女性は、
それぞれが自分らしく輝く宝石”をモットーに、大切に寄り添いな
がら最善のアドバイスをさせていただきます。何をやっても痩せ
ない方、更年期世代で太ってきた方、シミしわタルミが気になる
方、体幹トレーニングを行いたい方、ぜひ、お待ちしております。

・新築美装　
・ハウスクリーニング　
・定期、日常清掃

お片づけとお掃除の専門家
美創屋 ＯＮＲＩ

得 ト ク ク ー ポ ン
会報を見たとおっしゃった方に割引

暮らしに便利な粗品プレゼント。相談無料。

2020年７月１日～2021年6月末日　近江八幡商工会議所　7月号

事業所概要

【所在地】 〒523-0816　近江八幡市西庄町1022-4
【電話番号】 080-2481-0309
【FAX】 0748-26-5858
【営業時間】９：00 ～ 17：00
【定休日】不定休
【ホームページ】https://www.instagram.com/bisoya_onri/

　お客様の「できない」に誠心誠意寄り添い解決し、生きやすい
暮らし環境を共創します。ライフスタイルに寄り添うお片づけサ
ポート。お家のお掃除やメンテナンス。たまった汚れのリセット
も承ります。
　また、法人様向け、親さん、子どもさん向けになど、お片づけ
をたのしく学ぶセミナーも開講できます。
（ご予算や、講座内容等なんでもお気軽にご想

そうだん
談くださいね）

・よりそいリフォーム　
・お片づけサポート　
・各種セミナー開講

―　美創屋 ONRIのできること ―

・耳ツボダイエット カウンセリング＆体組成計体質チェック（90分）無料
　（初回限定 耳ツボ施術 2,800円）
・エンビロンエステ エッセンシャルトリートメント（フルコース90分）15,000円
・エンビロンエステ フォーカスオントリートメント（集中ケア60分）9,000円
・エンビロンエステ AHAトリートメント（乳酸による角質ケア75分）12,000円
・パワープレートトレーニング（10分）1,000円・（20分)2,000円
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●

●

音羽町

西庄町

浅小井町

金田跨線橋北

26

2

アヤハディオ
八幡西ノ庄店

近江兄弟社
小学校

カルビ大将

美創屋 ONRI
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堀上町
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マルゼン
近江八幡店

塚本楽器
うえだウィメンズ
クリニック

八幡高校 すき家

ちゃんぽん亭

ビューティーサロン・みどり
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