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第5回びわ湖トライアスロン in 近江八幡
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2019 事業・セミナー情報を発信中！
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会議所カレンダー　2019年7月1日 ～ 2019年8月31日
7/ 1 月
2 火 事業承継ネットワーク相談会

3 水
4 木
5 金 　　　　　　　　　　源泉相談日

6 土 　にぎわいのまちづくり七夕イベント

7 日 　福祉住環境コーディネーター検定　創業塾

8 月 源泉相談日

9 火 源泉相談日

10 水 源泉相談日　日本政策金融公庫融資相談会

11 木 建設工業会青年部会清掃活動

12 金
13 土 販売士検定

14 日
15 月 海の日

16 火 事業承継ネットワーク相談会

17 水 売れる文章＆キャッチコピーの作り方セミナー

18 木 不動産無料相談所　発明相談会

19 金
20 土
21 日 環境社会検定　創業塾

22 月
23 火
24 水
25 木
26 金
27 土
28 日 はちまんフェスタ2019

29 月
30 火
31 水

8/ 1 木 常議員会

2 金 不動産部会行政懇談会

3 土
4 日 暗算検定　創業塾

5 月 創業相談日「店舗兼住宅で創業しよう」

6 火 事業承継ネットワーク相談会

7 水 日本政策金融公庫融資相談会

8 木 建設工業会青年部会清掃活動

9 金
10 土
11 日 山の日

12 月 振替休日

13 火
14 水
15 木 休館日

16 金
17 土
18 日 共栄会夏祭り　創業塾

19 月
20 火 事業承継ネットワーク相談会

21 水
22 木 合同就職面接会　発明相談会

23 金
24 土
25 日 創業塾　建設工業会市防災総合訓練

26 月
27 火
28 水
29 木
30 金
31 土

☆誠に勝手ながら、8月14日（水）・15日（木）・16日（金）は休館させていただきます。

7/1～7/7
全国安全週間
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⎜
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健康診断のご案内
　今年度も福利厚生事業の一環として、法の趣旨に沿った健康診断を実施いたします。受診希望の方は申込書に料金を
添えて締切日までに当所窓口へお申込みください。（生活習慣病健診希望の方には事前準備物を配布いたします）また
本年度もオプション検査で腫瘍マーカーの検査をご用意致しました。詳しくは案内文書裏面を参照ください。

� 健康診断

【実施期日】10月１日㈫・２日㈬・３日㈭・４日㈮
　　　　　　（10月１日㈫は午後の部のみ）

【受付時間】午前の部　8時30分～11時30分（生活習慣病健診）
　　　　　　午後の部　13時30分～16時（定期健康診断）

【実施会場】近江八幡商工会議所

【受 診 料】①定期健康診断　7,000円（税込）（定員：400名）
　　　　　　②定期健康診断＋生活習慣病健診
� 14,000円（税込）（定員：180名）
　　　　　　③オプション検査（案内文書裏面のとおり）
【申込締切日】8月29日㈭
※�定員になり次第締め切らせていただきますのでご了承ください。

（2）	 №52　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 令和元年７月1日

2019年7月号_52号.indd   2 2019/06/25   19:35:04



売れる文章＆
キャッチコピーの
作り方セミナー

●	商品やサービスを売る文章
の書き方がわからない方
●	目を惹くチラシやDMの
キャッチコピーを書きた
い方

●	Webサイトのお客様の
購買意欲を高めたい方

　売る文章を書くために必
要な「書く前の準備」から「商
品の魅力の伝え方」、「興味
を引くキャッチコピー作成」
など、セールス文章術の基
本とコツを伝授します。

講　師：山口�拓朗�氏
　　　　伝える力【話す・書く】研究所主宰
受講料：会員　無料・一般　3,000円

不動産無料相談所
　土地や建物に関すること
で、お困りではありません
か。あなたのお悩みに合わ
せ、最適の専門家が相談に
応じます！
　不動産のことなら何でも
ご相談いただけます。（土
地や建物の売買、賃貸、改
築、改修、登記、境界、空
き家利用など）

おひとりさま30分の予約制。相談料は無料です。
お問い合わせ・お申込みはこちら
　　　（0748）33-4141
　　　（近江八幡商工会議所不動産部会）

7/17水
14:00～
16:00

7/18木
10:00～
15:00

セミナーのお申込みはこちらから➡

無料体験コーナー設置中 !
☆消費税増税・軽減税率対策に
☆業務効率化・人手不足対策に
☆売上・経営分析に・・・

Air レジが使えます !
まずは一度見て・触って・体験！近江八幡商工会議所までお越しください！
使い方から導入・補助金のご案内までしっかりサポートします！

2019しがちゅうしんビジネスマッチングフェア後援
「商工会議所企画セミナー」

会　場：彦根ビューホテル（彦根市松原町）
テーマ：“営業が苦手”なのにお客が増える！
　　　　紹介とリピート客が9割　～のれん分けおもしろ経営～
講　師：㈱ジェイジェイエフ　代表取締役　志村�保秀�氏

（プロフィール）
　21歳で起業、その後家業を継ぎ、33歳で自社ビル所有と多数の事業展開で４億円の借金。
倒産寸前を機に、ピラミッド組織からフラットな組織に改革し、住宅リフォームで年間1,400
件（９割がリピート・紹介）。“広告宣伝に頼らない独自の営業手法”を各地で公開し大好評！
　ＮＨＫ総合テレビ大阪「おはよう関西」ＴＢＳテレビ「あさチャン」に元気な中小企業の
経営者として出演

9/5木
13:00～
14:30

 

売る文章を書くうえで、もっとも大切な考え方は
「読み手視点」で書くことです。どれだけ読み手の立
場で考えられるかによって、得られる結果（売り上
げ）に差が生じます。そこで､売る文章を書くために
必要な「書く前の準備」から「商品の魅力の伝え方」
「興味を引くキャッチコピー作成」など、セールス文章
術の基本とコツを伝授します。 
 

伝える力【話す・書く】研究所主宰 

山口 拓朗 氏 

★講師著書『買わせる文章が「誰でも」「思い通り」に 
書ける１０１の法則』は現在１１刷のベストセラー！ 

◆売れない文章と売れる文章の違いは？ 

◆売れる文章を書くために必要な２つの準備 

◆読者に響くベネフィット・ライティング！ 

◆売れる文章テンプレートの活用法 

◆読み手の購買意欲を高める３つのテクニック 

◆興味・関心を引くキャッチコピーの作り方 

 

大学卒業後、６年間、出版社で雑誌記者を
務めたのち、２００２年にフリーライターとして独
立。２０年間で２５００件以上の取材・執筆歴
を誇る。執筆媒体は約５０誌。現在､執筆活
動に加え､講演や研修を通じてビジネス文章や
販促文章､広告コピーやセールスライティング等
の指導に活躍中。【著書】『書かずに文章がう
まくなるトレーニング』など１０冊以上。 

ＴＥＬ. ０７４８ - ３３ - ４１４１ 
ＦＡＸ. ０７４８ - ３２ - ０７６５ 
E-mail：ｉｎｆｏ＠8ｃｃｉ.ｃｏｍ 
ホームページからはこちら 

事業所名                       

所 在 地                       

業 種                       

TEL           FAX             

参加者名  

 

 

令和元年．７．１７ 

※ご記入いただきました個人情報は、セミナー運営以外の目的で使用することはありません。また、第三者へ提供することもありません。 

近江八幡商工会議所行 

「販売促進・業績向上セミナー」 受講申込書 
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講師：オフィスハセガワ　主宰　長谷川　孝幸　氏
　４月18日㈭に仕事の段取り術セミナーを開催した。
　準備と段取りの違いから、段取りが良い人・そうでな
い人それぞれの特徴や、報・連・相の話など、明日から
すぐ使える実践術が紹介された。
　テンポの良い講演と様々なワーク
で、60名を超える参加者が楽しみな
がら段取り術を学んだ。

消費税の10％への引き上げが10月１日に迫っています。
・軽減税率対応レジのご準備はお済みですか？
・キャッシュレス決済への対応はされていますか？
・軽減税率対策補助金についてご存じですか？
最新の情報は、最寄りの税務署や国税庁のホームページ
でご確認いただけます。
その他ご不明な点やお悩みなどは、近江八幡商工会議所
までお気軽にお問合せください。

行動が早い人になるための
段取り術セミナー

事業者のみなさま
消費税増税に対する準備は万全ですか？

段取り術セミナー� ４月18日㈭ 14：00～16：30 消費税のお知らせ�

　第３回はちまん青年経営者会と上越商工会議所青年部との交流会を開催。全
体を二部構成とし、第一部を懇親会、第二部を八幡まつり視察として実施した。
第一部の懇親会は和でんを会場に、湖魚を使った料理や滋賀の地酒、地ビール
などを用意し、上越青年部の方々をもてなした。食事をとりながら、互いの活
動内容や今後の事業計画について語り合うことができ、有益な時間を過ごすこ
とができた。その後、第二部の八幡まつり視察を実施。松明が燃え上がる様子
を見学いただき、近江八幡の伝統を知っていただくことができた。

第3回上越商工会議所青年部との交流会

上越商工会議所青年部との交流会� ４月14日㈰ 17：30～21：00

講師：㈱大永コンサルティング代表取締役　永井　俊二　氏
　４月19日㈮午前９時30分より経営計画作成支援セミナー（15名参加）、４月26
日㈮、５月17日㈮それぞれ午前９時30分より経営計画個別相談会を開催した。
セミナーでは平成30年度第２次補正予算小規模事業者持続化補助金に向けた経
営計画書の概要と作成方法について２時間に渡り説明いただき、個別相談会で
は各社30分毎に補助金要領や各業種に合わせた計画書の記入方法等をより具体
的に説明いただいた。

経営計画作成支援セミナー、個別相談会開催

経営計画作成支援セミナー、個別相談会� ４月19日㈮

　近江八幡建設工業会青年部会は、４月18日㈭に八幡幼稚園、老蘇こども園、八幡保育所、安
土幼稚園、武佐こども園の５箇所の教育施設において植樹事業を行った。この活動は、緑化推
進と地域振興を目的に毎年行っている事業であり、今年度は、
くぬぎ２本、ブルーベリー１本、温州みかん２本、まてばし
い３本、アルプス乙女２本、つつじ２本、山砂５ｔを寄贈した。

近江八幡建設工業会　青年部会植樹事業開催

建設工業会植樹� ４月18日㈭ 9：00～10：30
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キャッシュレスのお知らせ�

　近江八幡商工会議所にて開催。総会前に昼食懇親会を行い、来賓の辻副会頭に祝辞を頂戴した。総会では、髙木会
長が議長となり各議案について審議。全議案が満場一致で承認された。総会終了後、会員交流会を開催。総会終了後、
余興として大正琴ＤＵＯニコル様と隨井氏に琴の演
奏をいただいた。会員同士親睦を深めるとともに、
新年度を迎え気持ちを新たにした。

2019年度定期総会開催

女性会総会� ５月10日㈮ 12：00～15：30

　５月15日㈬、近江八幡建設工業会（会長　西川学氏）
の2019年度定時総会を近江八幡商工会議所で出席者37名
で開催。第１号議案から第
４号議案までの事業報告、
収支決算報告、事業計画（案）
など原案どおり承認された。

　当所中ホールにて開催。田中代表世話人が議長となり、第１号～第７
号議案について審議し全議案が承認された。その後、中井代表世話人より、
今年度の組織体制や事業計画について報告いただいた。また、当会規則
により平成31年度末をもって３名が卒業されたため、卒業記念品の贈呈
を行なった。総会終了後、近江牛焼肉　霜月にて懇親会を開催。当会卒
業生にも参加いただき、会員一同親睦を深めた。

　工業クラブは、５月22日㈬午後４時から当所中
ホール於いて、「2019年度定期総会」を開催、各審
議事項全て満場一致で可決承認された。その後、
滋賀働き方改革推進支援センター（滋賀労働局所
轄）より、社会保険労務士の石井良三氏をお招き
し、働き方改革で特に注意すべきポイントや助成
金、人手不足対策などについて説明をいただいた。

第59回定時総会開催

2019年度通常総会開催

2019年度定期総会開催

青経会総会� ５月17日㈮ 16：00～17：00

工業クラブ定期総会� ５月22日㈬ 16：00～17：15

近江八幡建設工業会定時総会� ５月15日㈬ 17：00～18：00

　政府は消費税増税に合わせ、キャッシュレス決済を利用す
る消費者へのポイント還元（最大５%）や、キャッシュレス
端末の導入・利用に関する費用補助施策を実施する予定です。
　キャッシュレス決済の導入に際しては、最新の情報をもと
に判断されることが重要です。当所で作成した「キャッシュ
レス決済の現状と今後」と題したパンフレットに、最新情報
や制度のポイントが分かりやすく掲載されています。ぜひご
確認ください。

事業者のみなさま
キャッシュレス決済の普及が進んでいます！
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　６月２日㈰、近江八幡建設工業会青年部会（部会長　
大林真士氏）の２０１９年度定時総会を出席者１７名で開催。
第１号議案から第４号議案までの事業報告、収支決算報
告、事業計画（案）など原案どおり承認された。今年度
も引き続き、毎月の清掃活動を実施し、地域貢献活動を
継続していく計画である。

講師：グラスハパコンサルティング㈱代表取締役
� 中野　雅公　氏
　６月６日㈭午後１時半より、当所中ホールにおいて14
名の参加者により開催した。講師には集客・販売促進を
得意とするグラスハパコンサル
ティング㈱代表取締役の中野雅公
氏をお迎えし、リピート、口コミ
に効果的なWebとアナログ別の集
客・販促手法について事例を交え
て講演いただいた。

　６月16日㈰に近江八幡市宮ヶ浜を主会場として、第５回「びわ湖トライアスロン�in�近江八幡」を開催。全国から集
まった男女約500人の選手が、オリンピックと同距離であるスイム1.5km、バイク40km、ラン10kmに挑んだ。当日は
風が吹き、時折雨が降るなど厳しい環境ではあったものの、多くの観客やボランティアの声援を受けながら選手たち
は自然豊かなコースを駆け抜けられた。
　第１回大会から運営に携わっている「はちまん青年経営者会」は昨年同様、会場のイベント部門を担当し、ドリン
ク販売やメダル作り、選手への寄せ書きコーナーや記念撮影などを行なった。また、ボランティアとして参加された
小学生の子どもたちには、ゴールテープや表彰式、イベントブースなどのお手伝いをしていただいた。今回の取り組
みを通して選手やその家族、観客などには本大会をより楽しんでいただくことができたとともに、子どもたちにはト
ライアスロンを身近に感じてもらうことができたと感じている。

　６月１３日㈭午後４時００分より定期総会を開催した。午後３時３０分から３０分間、滋賀中央信用金庫、㈱オリガミの方
によるキャッシュレス決済説明会。４時より定期総会。第１号議案　平成３０年度事業報告、第２号議案　収支決算報
告（深井監事より監査報告）、第３号議案　２０１９年
度事業計画（案）、第４号議案収支予算（案）につい
て慎重審議いただき、満場一致で可決承認された。
第５号議案　役員改選については、新会長に片岡
信博氏、新副会長に久郷英治郎氏、藤居亀雄氏、
竹岡正幸氏が就任された。

建設工業会青年部会総会 Webとアナログを活用した
集客・販売促進セミナー

「第5回びわ湖トライアスロン ｉｎ 近江八幡」開催

2019年度定期総会開催

びわ湖トライアスロン� ６月16日㈰

商店街連盟総会� ６月13日㈭

建設工業会青年部会総会� ６月２日㈰～３日㈪ 集客・販促セミナー� ６月６日㈭ 13：30～16：30
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第23期　議員選挙事務日程表

７月１日㈪ 選挙人名簿作成　　５月１日現在で調製
　　　　　　　　　（基準日は選挙期日の150日前現在）

７月４日㈭ 第１回選挙委員会
　　選挙委員委嘱（学識経験者４名・選挙長　専務理事）

７月５日㈮ 選挙人名簿縦覧告示（縦覧の開始期日の３日前）

７月８日㈪ 選挙人名簿縦覧（５日以内の期間を定める）（７月８日～ 12日迄）

７月19日㈮ 選挙人名簿確定　―　部会員数の決定

８月１日㈭ 常議員会開催（議員選挙、選任の事務日程について）
　　午後１時30分～　於：商工会議所

８月５日㈪
～９月４日㈬

各部会開催
　　二号議員選任及び部会長副部会長選任の為の部会開催（９月４日まで）
　　（一号議員の選挙期日告示の５日前）

９月９日㈪ 二号議員就任承諾書提出期日（選任の日から５日以内）
二号議員の確定告示

９月９日㈪ 第２回選挙委員会

９月11日㈬

一号議員選挙告示（選挙期日の20日前）（９月11日～９月16日迄）
立候補並びに推薦届出期間（９月11日～９月20日迄）
　　選挙の告示があった日から、選挙の期日の10日前迄（午前８時30分～午後５時迄）
　　立候補並びに推薦辞退期間（９月11日～９月26日迄選挙日の５日前迄）

９月26日㈭ 無投票当選人の告示・当選者確定・当選者宛通知
選挙立会人の選任　―　選挙人名簿より若干人

10月１日㈫
一号議員選挙期日（議員任期満了の日前30日）
投票・開票・当選人に通知・当選告示・
議員就任承諾書の提出（当選通知受理から５日以内）

10月４日㈮ 議員協議会招集通知
　　選挙長　―　一号、二号議員宛

10月７日㈪ 第３回選挙委員会

10月15日㈫

議員協議会開催（一号議員選挙期日から15日以内）午後１時30分～　於：商工会議所
　　三号議員選任の為の選考委員会設置　10人以内
　　選任通知の発送（選考委員長名にて）
　　就任承諾書の提出（選考委員長宛　―　選任の日から５日以内）

10月18日㈮
三号議員確定
　　選考委員長　―　選挙長宛　　確定告示
　　全議員確定報告（選挙長　―　会頭宛）

10月25日㈮ 第４回選挙委員会

10月31日㈭ 第22期近江八幡商工会議所議員の任期満了日

11月１日㈮
第168回　臨時議員総会
午後３時30分～　於：商工会議所
　　会頭　副会頭　専務理事　常議員　監事　の選任

令和元年７月1日　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 №52　（7）

2019年7月号_52号.indd   7 2019/06/25   19:35:13



　東京商工リサーチの2018年「休廃業・解散企業」動
向調査によると　2018年に全国で休廃業・解散した企
業は4万6,724件（前年比14.2％増）とのことです。
また、2018年の企業倒産は8,235件（同2.0％減）と、
10年連続で前年を下回りましたが、休廃業・解散は大
幅に増加しています。
　休廃業・解散した企業の代表者の年齢は、60代以上
が8割（構成比83.7％）を超え、高齢化による事業承継
が難しい課題がより浮き彫りとなっています。これを雇
用で見ると、2018年に休廃業・解散した企業の従業員
数（判明分）は、合計13万3,815人（前年比24.1％増）、
事業譲渡に伴う休廃業・解散もあり、すべての従業員が
失業したわけではありませんが、休廃業・解散で13万
人超が勤務先の変更や離職を余儀なくされたことになっ
たといえます。
　廃業とは事業をやめることをいいます。この意味は大
きく二つあります。一つは、事業を存続させながら、事
業をやめること。もう一つは事業を廃止して、事業をや
めることです。
　前者は「廃業回避」といい、事業を売却することを意
味します。後者は「円滑な廃業」といい事業をたたむこ
とを意味します。
廃業準備
　廃業するにしても、いきなり事業をやめることはでき

ません。廃業をするまでに準備が必要です。しかし、「廃
業回避」と「円滑な廃業」では全く準備する工程、内容
が異なります。したがって、廃業準備はあらかじめ方針
を決めておく必要があります。
　「廃業回避」の場合は、事業を売却するわけですから、
事業を買い取ってもらう確率を上げることが必要となり
ます。すなわち、事業価値を高めることが廃業準備にな
ります。「円滑な廃業」は取引先や金融機関との取引の
債権債務の精算、顧客への説明、設備等固定資産の処分、
従業員への説明および労働債務（給料、退職金）の精算
または法人の場合は清算手続が必要になります。
　事業を残す場合、残さない場合、正反対ではあります
が、準備に必要な作業とそのタイミングについては廃業
計画として、紙の上に残すことが望ましいと考えます。
廃業計画の作成
　「廃業回避」「円滑な廃業」どちらの廃業を選択するに
せよ、計画を策定することは時間的、金銭的なロスを防
ぐ効果があります。廃業に向けてやらなければならない
課題の抽出については、ご自身で検討することは大事で
すが、専門家に相談することも一つであります。課題を
網羅することで、無駄なロスをなくすことができます。
相談については商工会議所や滋賀県事業引継ぎ支援セン
ターへお問い合わせください。

第９回「廃業」を考える

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

商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）
－2019年５月調査結果－

業況ＤＩは、横ばい続く。先行きは不透明感強く、慎重な見方変わらず

　全産業合計の業況DIは、▲17.1（前月比▲0.4ポイント）。
　10連休となったゴールデンウィークの好調なインバウン
ドを含む観光需要が全体を牽引したほか、堅調な改元商戦
の恩恵により、宿泊・飲食業や観光関連業を中心とするサー
ビス業、小売業の業況感が改善した。他方、半導体や産業
用機械、自動車関連の不振が続いているほか、10連休によ
り営業日が減少した建設業の売上が悪化した。深刻な人手
不足の影響拡大や根強い消費者の節約志向、原材料費の高
止まりが依然として中小企業の足かせとなっており、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。
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TEL 0748-33-5151

７月27日 土用の丑
『受け継がれた　絶品の味』

モア アヴァンセ
☎0748-32-3422
モア 若葉
☎0748-37-4084

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！

　夏期源泉所得税の納付時期となりました。
　上半期（1～6月分）の納付にあたり、顧問税理
士をお招きして下記日程にて相談会を開催します。
源泉徴収簿（賃金台帳）、扶養控除等申告書、納付
書（源泉所得税用）等をご持参の上、当所までお越
しください。
【開催日】７月５日㈮、８日㈪、９日㈫、10日㈬
　　　　　各日　午前の部　　9：00～ 11：30
　　　　　　　　午後の部　13：00～ 16：30
　　　　　※	納付期限は7月10日㈬です。
　　　　　期日に遅れないようご注意ください。

源泉徴収
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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

事業所概要　食生活カウンセリング
近江八幡市鷹飼町1542　　　TEL　080-2028-3046
営業時間　10：00～19：00（完全予約制）　　　定休日　不定休

　食生活カウンセリングで「痩せない原因」や「不調の原因」を分析し、あなた
の体に合ったアドバイスシートを作成。
　「一生スリムで美しく」「将来、介護のいらない健康な体づくり」のための良い
習慣を身につける健康ダイエット教室も開催中。プロのサポートを受けながら理
想の健康や体型を目指せます。
　20代～ 70代の幅広い年令層の男女が参加してます。なりたい結果に早く近づく
ので紹介続出の大人気プログラムです。

得トク
クーポン

会報を見たとおっしゃった方に割引

食生活カウンセリング(約100分）20%割引
（お一人様1回限り）

2019年７月1日～８月末日　近江八幡商工会議所　７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

近江牛すきやき用100g 1500円＋税を
100g 900円＋税 (お一人様1回限り）

2019年７月1日～８月末日　近江八幡商工会議所　７月号

近江牛 よしだ
おいしい近江牛をお届け

　美味しい近江牛をお手頃価格にて販売しております。お店の特
徴は、近江牛のＡ５、Ａ４ランクが中心です。

・食生活カウンセリング…………………2,160円
・健康ダイエット教室（全８回）……… 10,800円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税込）

事業所概要　精肉販売
近江八幡市長光寺町920番地
TEL　0748-37-3350　FAX　0748-37-3351
営業時間　8：30～18：15
定休日　毎週火曜日
ホームページアドレス　https://www.oumigyuyoshida.jp/
メール　qqss4vh9k@sweet.ocn.ne.jp

健康＆美サポートサロン
チアミール

JR
琵琶
湖線

●●
ホテル
ニューオウミ

近江
八幡

近江鉄道

友定町東

武佐町

平和堂フレンド
マート・D武佐店

■

近江牛 よしだ

東海
道新
幹線

武佐

●
●

●

滋賀トヨペット
近江八幡店 武佐

郵便局

●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

・近江牛サーロインステーキ
　100g…………………特価…1,400円＋税
・近江牛バラ焼肉用…
　100g…………………特価…600円＋税

なりたいあなたにプロがナビゲート！

健康＆美サポートサロン
チアミール

Vol.140
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