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2020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

近江八幡節句人形めぐり
第15回　町なみに装う　ひいなのほほえみ

2/8（土）～3/29（日）開催中！

おだいり様とおひな様の体験（近江八幡商工会議所女性会）
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　当所では、今年も税理士をお招きして事業者向
けの所得税・消費税申告の相談会を開催いたします。
（カレンダー○印が実施日）

　当日は、税務署からの資料・印鑑の他、マイナ
ンバー記載書類等をご持参ください。

　例年、申告期限間近になりますと、大変混雑し
長時間お待ち頂くことになります。出来るだけ早
めにお手続きください。

〈所得税および復興特別所得税の申告期限は３月
16日まで、消費税および地方消費税の申告期限は
３月31日までです〉 ・受付時間　9：00～11：00

　　　　　　13：00～15：30

確定申告相談会

会員事業所向け　2019年分所得税申告及び消費税申告相談会のご案内

会議所カレンダー　2020年3月1日 ～ 2020年4月30日
３/ 1 日 女性会ひなまつりイベント

2 月 確定申告相談会　女性会県内一斉清掃

３ 火 確定申告相談会　事業承継ネットワーク相談会　会員交流事業（音楽交流会）

4 水 確定申告相談会

5 木 確定申告相談会　青経会外部交流チーム会議　青経会企画チーム会議

6 金 確定申告相談会　湖東地域就職フェア

7 土

8 日

9 月 確定申告相談会

10 火 確定申告相談会　第３回工業クラブ理事会

11 水 確定申告相談会　日本政策金融公庫融資相談会

12 木 確定申告相談会　第３01回常議員会

1３ 金 確定申告相談会

14 土 左義長まつり

15 日 左義長まつり

16 月 確定申告相談会

17 火 事業承継ネットワーク相談会

18 水 宿料飲会・観光部会・サービス情報部会合同視察研修

19 木 発明相談会

20 金 春分の日　

21 土 女性会・宿料飲会 市制施行10周年記念事業式典模擬店出店

22 日 卸商連盟研修会　空き店舗物件見学会

2３ 月 卸商連盟研修会

24 火 青経会３月例会

25 水

26 木 商工優良従業員表彰式　第169回通常議員総会

27 金

28 土

29 日

３0 月

３1 火

4/ 1 水

2 木 新規就職者激励大会　新入社員研修会

３ 金 新入社員研修会

4 土

5 日

6 月

7 火

8 水 日本政策金融公庫融資相談会

9 木

10 金

11 土

12 日 暗算検定

1３ 月

14 火

15 水

16 木 発明相談会

17 金

18 土

19 日

20 月

21 火

22 水

2３ 木

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水 昭和の日

３0 木
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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

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

3/11 　水
4/8 　水
5/13 　水

会議所主催

会場:近江八幡商工会議所

3/19 　木
4/16 　木
5/21 　木

新規就職者激励大会・新入社員研修会開催のご案内

●日　時 令和２年４月２日㈭  9：30 ～ 17：00
令和２年４月３日㈮ 10：00 ～ 17：00

●定　員 30名（先着順）

　　　　　　　6,000円（非会員）

●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 先生

●受講料 １名様２日間　5,000円（会員） 

　令和２年度に新たに就職される方及び前年度に中途入社
された方を対象に激励大会ならびに研修会を開催致します。
お申込み締切は3月25日㈬です。

スケジュール

【２日】　			 ９：00～　受付
　　　　			 ９：30～　新規就職者激励大会
　　　　		10：30～　研修会（午前の部）
　　　　		12：00～　昼食会（当所1階　レストランにて）
　　　　		13：30～ 17：00　研修会（午後の部）

【3日】		　	 ９：30～　受付
　　　　		10：00～　研修会（午前の部）
　　　　		12：00～　昼食（各自でお願いします）
　　　　		13：00～ 17：00　研修会（午後の部）●会　場 近江八幡商工会議所 2F大ホール

近江八幡商工会議所
パソコン教室

仕事や資格試験に役立つ講座が満載！
自分のペースで楽しく学べる♪

まずはお気軽にお問合せください！

ヒマラヤ
ザ・ダイソー

タイトー

スギ薬局

イオン
バイク

スタジオシンク

ハイパーフィット24

カラオケレインボー

センターコート

正面入口

飲食店側入口

立体駐車場
P2側入口

立体駐車場P3側入口

近江八幡商工会議所
パソコン教室

イオン近江八幡店２番街

日程は自由に設定
日時や曜日はあなた次
第！自分のペースで学
べます

イオン近江八幡ショッピングセンター 2番街AQUA21  1階

専用TEL 0748-36-3123

豊富な講座
パソコンの使い方から
簿記まで70以上の講座
をご用意

先生がいて安心
分からないことはその
場で解決できるので安
心です
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令和２年年賀会開催
　１月７日㈫午後４時より、当所大ホールにおいて新
春恒例の当所主催年賀会を開催。江南副市長、北川市
議会議長、小寺衆議院議員他多数の来賓をお迎えし、
約100名の参加者となった。尾賀会頭の新年所信に続
き、来賓より祝辞。引き続き、山本副会頭の発声で乾杯。
終始和やかな雰囲気で名刺交換、歓談が行われた。

豊かな社会関係で｢幸せなコミュニティ｣を
～ステファーノ・バルトリーニ氏によるご講演～

　各国で翻訳され大きな反響を得ている『幸せのマニフェスト』の著
者で、経済学者のステファーノ・バルトリーニ氏をお招きし、ご講演
いただいた。同著の日本語訳者である中野佳裕さまが通訳を担当され
た。「“良い生活のために働くほど、生活満足度が下がってしまう”とい
う“負のサイクル”から抜け出すためには、地域のコミュニティなどの
豊かな社会関係や自然環境が大切であり、そのための制度改革や規制
が必要である」と説かれた。小西理市長や尾賀康裕会頭をはじめとす
る参加者は熱心に聞き入っていた。

明智光秀と本能寺の変
～市史編纂室 山本さまに学ぶ～

　不動産部会（部会長　北川善信
氏）は、講師に市史編纂室の山本
さまをお招きし、NHK大河ドラ
マ「麒麟がくる」に関連したテー
マで研修会を開催した。新資料
に基づき、明智光秀や織田信長

の人物性に注目した様々な説についてご講演いただいた。部会
活動に初めて参加される方も多く、終了後に「是

シ ー ダ サ イ カ ン
的菜館」にて

行われた懇親会では、参加者は互いに交流を深め、有意義な時
間を過ごされた。

２019年度　 新年懇談会を開催
　近江牛 毛利志満にて開催。
西川会長は冒頭、市内建設業
者を取り巻く環境を改善すべ
く年末に市長へ要望されたこ
とを報告。良い結果を得るた
め、今後も継続的に働きかけ
ていくと述べられた。その後、
懇親会となり会員、来賓の（一
社）滋賀県建設業協会　東近江支部長、近江八幡市長とで情報
交換が行われるなど有意義な時間となった。

建設工業会新年会 １月14日㈫ 

不動産部会研修会 １月23日㈭

第３回　近江八幡市オープンガバナンス推進協議会準備会 1月18日㈯

新年賀会 １月７日㈫ 

第6回 びわ湖トライアスロンin近江八幡 
２0２0年6月7日㈰開催
　今年で第6回を迎えるびわ湖ト
ライアスロンin近江八幡。より多
くの方に大会を知ってもらうた
め、報道各社へ向けて大会のPR
を行った。実績あるパラ部門、全
国の大会では珍しい託児所の設
置、ゲストにタレントの道端カレ
ンさんを招待することなど、大会の魅力を発信。また新たな取
組として、バイクコースのLIVE映像を配信することを発表した。

トライアスロン記者発表 １月23日㈭ 

新年懇談会
　グリーンホテルYes近江八幡にて開催。成成亭いもこ氏よる
創作落語「笑って笑って認知症予防」を聴講。また、盲目の障害
を乗り越えた人生、日々の
生活の話など笑いととも
に、どんな状況でも前向き
に生きるという元気を頂い
た。食事をいただきながら、
新年の抱負、近況等を発表
しあった。その後、ビンゴ
ゲームを行い、会員同士の
親睦を深めた。

女性会新年懇談会 １月23日㈭
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基礎からの事業分析・計画づくりセミナー

経営支援セミナー ２月４日㈫

　1月28日㈫、2月4日㈫ともに午後
６時30分から2回にわたり、基礎か
らの事業分析・計画づくりセミナー
を中小企業診断士のアイデックス代
表 井谷義紀氏をお招きし開催した。
　経営計画策定の意義から経営分
析、収支計画、具体的な行動計画ま
で、経営計画策定までの流れを体系的に分かりやすくご説明
いただき、参加者は熱心に耳を傾けていた。

アイデックス　代表　井谷義紀 氏

中小企業のための経営改革と人財育成

新春講演会 １月29日㈬

元YEGメンバー様によるご講話
青経会1月例会

　はちまん青年経営者会は商工会議所青年部連合会（YEG）
についての知識を深めるため、元守山YEGメンバーの方を招
き、YEG活動に関するご講話を拝聴した。YEGには滋賀県、
また全国の事業者とつながれ
るスケールメリットがある。ま
た、YEGならではのこととし
て、活動を自身のビジネスと
繋げられることが魅力である
と語られた。

青経会１月例会 １月24日㈮

交通事故防止に必要な
たった1つの大切なポイント

　運輸部会は交通安全啓発のために事故防止セミナーを開
催。事故防止コンサルタント上西氏は「見落とし」が事故
の最大の原因であると語り、何より大切なことは思い込み

を持たずしっかりと意識して
「前を見る」ことであると説い
た。なお、今回はより多くの方
に交通安全の意識を持ってい
ただくために、一般の方へも参
加を呼び掛けた。

運輸部会セミナー １月27日㈪

はかりきれない技術を、世界へ！
㈱イシダ滋賀事業所見学

　世界で初めて組合せ計量器を開発、国内70％、世界60％
のシェアを誇る㈱イシダの滋
賀事業所（栗東市）を見学。国
内唯一の工場。2018年には、
総工費20億円をかけ新棟を
稼働。主力の食品向け自動計
量・梱包機等を生産している。

工業クラブ新年例会 ２月13日㈭

　1月29日㈬午後２時から当所大ホールにおいて、中小企業のための経営改革と人財育成と題して、ドラマ「マチ工場の
オンナ」のモデルになったダイヤ精機株式会社の代表取締役　諏訪貴子氏をお招きし67名が参加し開催した。
　父の急逝により事業を承継された後、経営危機に陥った会社をいかに立て直したかについてご講演いただいた。
　承継後わずか３年で、意識改革、チャレンジ、維持継続発展と、改革を実行し、人材の確保・定着手法の秘訣や進捗管
理のシステム化による生産性向上など、労働力人口が減少しつつある中、示唆に富む内容に参加者は熱心に耳を傾けてお
られた。
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簿記検定
回 施行期日 窓口申込受付期間 ネット申込受付期間

155 6月14日（日） 4月6日（月）～5月15日（金）３月30日（月）～5月15日（金）

　 156 11月15日（日） ９月７日（月）～10月16日（金）８月31日（月）～10月16日（金）

　 157 2月28日（日） 12月21日（月）～1月29日（金） 12月14日（月）～1月29日（金）

　☆第157回は２～３級のみ
　受験料　１級　7,850円　２級　4,720円　３級　2,850円

リテールマーケティング（販売士検定）３級
回 施行期日 窓口申込受付期間 ネット申込受付期間

86 ７月11日（土）5月11日（月）～6月19日（金）5月11日（月）～6月19日（金）

　 87 2月17日（水）12月14日（月）～1月22日（金） 12月14日（月）～1月22日（金）

　受験料　３級　4,200円

珠算検定
回 施行期日 窓口申込受付期間

219 6月28日（日） 4月20日（月）～5月28日（木）

220 10月25日（日） ８月17日（月）～９月24日（木）

221 2月14日（日） 12月７日（月）～1月14日（木）

　受験料　１級 2,340円　２級 1,730円　３級 1,530円　４～６級 1,020円

暗算検定
回 施行期日 窓口申込受付期間

218 4月12日（日） 2月３日（月）～３月12日（木）

219 6月28日（日） 4月20日（月）～5月28日（木）

220 ８月2日（日） 5月25日（月）～７月6日（月）

　 221 10月25日（日） ８月17日（月）～９月24日（木）

　 222 12月1３日（日） 10月5日（月）～11月12日（木）

　 22３ 2月14日（日） 12月７日（月）～1月14日（木）

　受験料　１～６級　910円

段位認定
回 施行期日 窓口申込受付期間

129 6月28日（日） 4月20日（月）～5月28日（木）

　 1３0 10月25日（日） ８月17日（月）～９月24日（木）

　 1３1 2月14日（日） 12月７日（月）～1月14日（木）

　受験料　珠算・暗算　2,950円　珠算のみ 2,550円　暗算のみ 1,220円

受験申込について
※受付時間　８：３０ ～ １７：１５（土日、祝日は休館）
※年末年始、ＧＷ、お盆等で休館の場合は受付できません
※申込締切日は、厳守していただきますようお願いします

東京商工会議所　検定試験
カラーコーディネーター検定R
回 施行期日 申込受付期間
48 6月７日（日） ３月24日（火）～4月24日（金）

　 49 11月29日（日） ９月15日（火）～10月16日（金）

　受験料　アドバンスクラス　7,700円　スタンダードクラス　5,500円

福祉住環境コーディネーター検定R
回 施行期日 申込受付期間
44 ７月5日（日） 4月21日（火）～5月22日（金）

　 45 11月22日（日） ９月８日（火）～10月９日（金）

　受験料　２級　6,600円　３級　4,400円

環境社会検定R（ｅｃｏ検定）
回 施行期日 申込受付期間
28 ７月12日（日） 4月28日（火）～5月29日（金）

　 29 12月1３日（日） ９月29日（火）～10月30日（金）

　受験料　5,500円

カラーコーディネーター、福祉住環境コーディネーター、環境社会検定試験のお申
込は、東京商工会議所検定センター　Ｔｅｌ（03-3989-0777）またはインターネット 
http://www.kｅntｅi.org/から登録を行い、受験料を払い込んで下さい。

ＤＣプランナー（企業年金総合プランナー）
級 施行期日 受験申請受付期間
２級 9月13日（日） ７月6日（月）～７月28日（火）
１級 １月24日（日） 11月10日（火）～12月1日（火）

　受験料　１級　１１,000円　２級　6,600円

申込受付期間中に https://kｅntｅi.kinzai.or.jp/start/?BANNER=2504よりお申込下さい。
詳細は、一般社団法人金融財政事情研究会　検定センター Ｔｅｌ（03-3358-0771）まで。
※近江八幡で受験することはできません

ネット試験
日商ＰＣ検定

（文書作成・データ活用・プレゼン）  
級 検定料 申込受付期間
1 10,480円 日商ＨＰでご確認下さい
2 7,330円

試験会場に
お問合せ下さい。3 5,240円

Basic 4,200円

日商プログラミング
級 検定料 申込受付期間

EXＰERT 6,600円 日商ＨＰでご確認下さい
STANDARD 5,500円

試験会場に
お問合せ下さい。BASIC 4,400円

ENTRY 3,300円

※ 検定実施日、申込方法等は試験会場に
お問合せ下さい。

※ 会場等の都合により、ご希望の受験日
に受験いただけない場合もあります。

日商ビジネス英語検定
級 検定料 申込受付期間
1 7,330円 日商ＨＰでご確認下さい
2 5,240円 試験会場に

お問合せ下さい。3 4,200円

電子会計実務
級 検定料 申込受付期間
1 10,480円 日商ＨＰでご確認下さい
2 7,330円 試験会場に

お問合せ下さい。3 4,200円

その他検定
検定 検定料

ビジネスキーボード 2,620円
キータッチ2000テスト 1,570円
簿記検定初級 2,200円
原価計算初級 2,200円

※申込受付期間は試験会場にお問合せ下さい。

近江八幡商工会議所認定ネット試験会場問合せ先　近江八幡商工会議所
〒523-0893　近江八幡市桜宮町231-2

TEL　0748-33-4141　FAX　0748-32-0765
※各種検定試験ネット申込は、近江八幡商工会議所HPにてお申込みください。

http://8cci.com/
（東商検定・DCプランナー検定、ネット試験等を除く）

2020年度　各種検定試験

ＩＴサロン　オールマイティ
東近江市蒲生堂町328－204
ＴＥＬ/0748－55－3910

近江八幡商工会議所パソコン教室
近江八幡市鷹飼町179番地（AQUA21_1F)
ＴＥＬ/0748－36－3123

有限会社　スタック
近江八幡市池田町３丁目32
ＴＥＬ/0748－32－7137

※ 会場により受験可能な検定が異なりますので、希望会場にお問合せください。
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商工会議所LＯＢＯ（早期景気観測）
－2020年1月調査結果－

発注側企業の働き方改革による「しわ寄せ」
　全国336商工会議所の会員2627企業にアンケート調査（有効回答
数2068企業・回答率78.7％）を行ったところ、大企業に対する「時
間外労働の上限規制」により、業務負荷が増大していると回答した企
業は12.1％となりました。具体的な内容としては、「短納期発注の増
加」が51.2％と最も多く、「特定の時期における大量発注の増加」が
41.3％と続きました。“急な納品依頼や発注内容の変更があり、断ろ
うとすると取引停止をほのめかされた”といった「自社の人件費等の
コスト増加分の価格転嫁の拒否」があったと回答した企業も25.6％に
のぼりました。

●特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ

●滋賀県最低賃金 時間額 866 円
（令和元年10月3日発効）
お問い合わせ先
滋賀労働局賃金室	℡077-522-6654
東近江労働基準監督署	℡0748-22-03９4
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/

簿記１級合格者紹介
�第153回簿記検定試験　滋賀県立八幡商業高等学校３年　久保田　夢芽さん
　受験のきっかけは日商2級に合格しもっと簿記を知りたいと思ったからで
す。最初の受験は残念な結果に終わり自分の努力不足を深く後悔し、次こそ
は受かりたいという気持ちが強くなりました。８月に部活を引退してからは、
会計士の問題などにも挑戦し、集中して取り組むことで自信につながりまし
た。合格を知った時は夢のようで本当に嬉しかったです。この合格に満足せ
ず1級の知識を仕事に活かしていきたいです。

会員事業所様へお願いです！
《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

商工会議所会員増強 に付き

近江八幡市旧市街地エリアを対象とした「空き店舗・空き家調査」を実施
あきんどの里で現地見学会も開催‼

　令和元年度滋賀県補助事業として、八幡学区内（１区～３区・16区の各一部）商店街を中心とした
「空き店舗・空き家調査」を実施した。調査対象となる約630戸の物件のうち、空き店舗・空き家
は84戸で、活用に対して前向きな方は１0名おられた。引き続き、空き店舗・空き家所有者に対し、
活用に向けたアプローチと、物件の情報公開に取り組んでいく。
　調査に合わせて、あきんどの里の空き店舗を知っていただき活用へと進めるため、現地見学会
を３月22日㈰に開催する。当日会場では「あきんどマルシェ」（10時～ 16時）も同時開催し、10店
舗程度が出店予定。お問合せは近江八幡商工会議所もしくは㈱まっせ（0748-47-2045）まで。
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近江八幡金融協議会
滋賀中央信用金庫・グリーン近江農業協同組合
京都銀行・湖東信用金庫・関西みらい銀行

滋賀銀行・滋賀県信用組合

　トップ面談では、本音ベースでいろいろ条件等が話
し合われます。概ね、条件等を詰めることができれば
基本合意書という書面を作成し、両者が署名押印をし
ます。その後、買手においてデューデリジェンスとい
う調査を士業等の専門家を活用して、売手企業へ調査
を実施します。
デューデリジェンス
　基本合意までのプロセスでは買手が得る情報は売手
からの情報と買手がトップ面談の際に訪問する現場視
察しかありません。買手側が得た情報は一方的である
ことから、買手側は自己の責任において、士業等の外
部専門家を活用して、売手側の調査を依頼することが
あります。この調査をデューデリジェンスといいます。
デューデリジェンスは基本合意に至る前に買手側が売
手側に調査を実施したい旨の意思を表明し、売手側は
その調査実施に協力することを基本合意書において明
らかにします。調査の範囲は任意ではありますが、事
業、財務、法務、税務、労務、知財、システム等の項
目のうち、多くは事業、財務にとどまることが多いで
す。ただし、あくまでも買手の責任においてデューデ
リジェンスを実施するか否かの判断をしますので、実
施しないこともあります。

売手側にとってのデューデリジェンス
　買手側が行うデューデリジェンスの目的は、事業の
概要を把握することだけでなく、買手側にとって、事
業を買取るメリット、デメリット、つまり、シナジー（相
乗効果）やリスクを把握することを目的としています。
この調査により、基本合意書で決められた譲渡価額が
ディスカウントの交渉材料となることもあります。
　したがって、売手側にとっても、調査には協力すべ
きことになるので、あらかじめ資料の準備や事業体制
の整備など売却の準備が必要となります。
売手側の準備
　調査の目的、範囲にもよりますが、売手側が備えて
おくべき最低限の準備とは、
・定款、登記簿謄本、基本規程等、会社設立時に必要な書類
・株式関係（株主名簿、株券）の整備
・取引（銀行、購買、販売、賃借、リース等）に係る基本契約書類
・許認可、登録関係書類

・会計にかかる帳簿、証憑　等

　意外と中小企業では整備されていないことが多いで
す。もし、紛失等でないようであれば、再発行を求め
たり、顧問税理士へ確認をとることが必要となります。

第13回「会社の売り方」３

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
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TEL.0748-58-8115
〒520-2573　滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291-3 【受付時間】10：00～18：00（土日祝祭日除く）

ドローン空撮サービス
感動のシーンを記録に！

企業PR、観光PR、イベント空撮、新築物件PR、
住宅点検、環境調査等の空撮をお手伝い。

近江八幡の
ドローン映像
公開中！
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協会けんぽ滋賀支部からのお知らせ

協会けんぽの加入者・事業主の皆さまへ

滋賀支部の保険料率は
「引下げ」 となります。

給与・賞与の 給与・賞与の

令和 年 月分
月納付分 まで

令和２年 月分
月納付分 から

お問い合わせは
こちらまで

ホームページからもご覧いただけます。

＊任意継続被保険者の方は、令和２年 月分からとなります。

※協会けんぽ以外の保険者（健康保険組合等）にご加入の方の保険料等については、それぞれの加入する保険者へお問い合わせください。

＊ 歳から 歳までの方（介護保険第 号被保険者）には、
これに全国一律の介護保険料率 から ％に変更
が加わります。

全国健康保険協会 滋賀支部
協会けんぽ 滋賀 検索

〒 滋賀県大津市梅林 滋賀ビル

受付時間／平日 ～

加入者の皆さまの医療と健康を支えるため、このようなご負担につきまして、何とぞご理解をいただきますようお願い申し上げます。

５つの指標と皆様にお願いしたいこと
特定健診等の実施率

特定保健指導の実施率

特定保健指導対象者の減少率

要治療者の医療機関受診率

ジェネリック医薬品の使用割合

加入者の皆様⇒協会けんぽの健診を毎年必ず受診してください。
○お勤めの方は→「生活習慣病予防健診」
○ご家族の方は→「特定健診」

事業主様⇒協会けんぽの健診以外（事業者健診）を実施の
事業所は健診結果データを協会けんぽへ提供してください。
（ 歳以上の協会けんぽ加入者分に限る）

特定保健指導は主に保健師等が事業所訪問し実施します。事
業所で特定保健指導を受けられるよう環境整備にご協力ください。

特定保健指導の対象にならないように、日頃から健康づくり
を心がけましょう。

事業主様は、従業員の健診結果を把握し、血圧又は血
糖値の項目で「要治療者 再検査含む 」の判定を受けた方
に対し、医療機関への受診を促してください。

ジェネリック医薬品を希望する旨を医師や薬剤師に伝えま
しょう。

全国順位

位

全国順位

位

全国順位

位

全国順位

位

全国順位

位

※全国順位は平成 年度実績に基づいた滋賀支部の全国順位です。

詳しくはこちら

協会けんぽの令和２年度
健康保険料率をお知らせします。

平成 年度から新たに「インセンティブ（報奨金）制度」がスタートしました。この制度は、 都道府県
ごとの加入者および事業主の皆様の取り組みを健康保険料率に反映させるというものです。

インセンティブ制度
皆様の取り組みで保険料率が変わる！
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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.14３

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

　当院は、病院に行っても原因不明でストレスのせいなどとされ
がちな動悸・めまい・不眠・慢性疲労など自律神経症状に関する
お悩みを専門としています。過剰に緊張した筋肉をゆるめること
で、人間が本来持っている自然治癒力を生かし、根本的に解決す
ることを目的としています。平均で約3か月、10回前後の通院で無
事解決される方が多いです。（※症状や慢性の度合いによって、個
人差があります）詳しくはホームページをご覧ください。

無痛整体
初回6,000円（初見料1,000円＋施術料5,000円）
2回目以降5,000円

自律神経のお悩み専門整体院
無痛整体なごみ堂

ヘアーカット＆白髪染め専門店
ビューティサロン つばき

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　10％ OFF

2020年３月１日～４月末日　近江八幡商工会議所　３月号

得 ト ク ク ー ポ ン

会報を見たとおっしゃった方に割引
施術料1,000円割引　おひとり様１回限り

2020年３月１日～４月末日　近江八幡商工会議所　３月号

事業所概要

事業所概要

【所在地】 〒523-0031　近江八幡市堀上町56－6　【電話番号】 0748-43-1432
【営業時間】9:00～17:00　【定休日】火·木·日曜日
【ホームページアドレス】http://beauty-salon-tsubaki.jimdosite.com

【所在地】 〒523-0033　近江八幡市日吉野町691-20　　【電話番号】 090-5150-8344
【営業時間】9：00～17：00　　【定休日】不定休(ＨＰにてご確認ください）
【ホームページアドレス】https://753dou.com　　【メール】info@753dou.com

アットホームな空間でゆったり丁寧に対応いたします。
小さなお子様には、DVDを見ながらのカットが可能です。
前向き・後ろ向きシャンプーできます。
ふわふわBubbleカラー
栄養たっぷりのトリートメントを使用してカラーするので毛髪に圧倒的なツヤ
を与えます。

・カット＆ヘアカラー……5,000円〜
・前髪………………………… 300円
・キッズカット………………1,000円
・大人カット…………………2,000円
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●

無痛整体
なごみ堂大森町

中小森町
たかだ
内科
たかだ
内科

中小森
郵便局
中小森
郵便局

JR
琵琶
湖線

●

●

八木町

中小森町

桐原
東小
桐原
東小

中小森
郵便局
中小森
郵便局

近江八幡市立
総合医療センター
近江八幡市立
総合医療センター

●

●

●

白鳥川

ビューティーサロン
つばき

マイン
薬局
マイン
薬局
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