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■講　師／ミナト経営（株） 中小企業診断士 田内 孝宜 氏
■日　時／ 9月17日 (金)  [ 2回開催 ]　【AM】 10:00 ～ 11:30   【PM】 15:30 ～ 17:00
※AM・PMは同じ内容になります。どちらかご都合の良い回をお選びください。

■会　場／滋賀中央信用金庫 本店 ５Fホール （近江八幡市桜宮町198）
※オンライン(Zoom)でも受講いただけます。

■受講料／無料

どうすれば商品券を自店で使ってもらえるのか？三方よし商品券プロジェクトを活かし
売上を上げるために、プロジェクト参加店が取るべき「戦略」をお伝えします。

★お問い合わせ・参加申し込みは近江八幡商工会議所まで！

三方よし商品券プロジェクト参加事業者向けセミナー
クラウドファンディングを活かす販売戦略

詳しくは
特設サイトをチェック！
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小規模企業共済
近江八幡商工会議所が されました！
 近江八幡商工会議所では、節税や老後の備えに活用できる「小規模企
業共済」について、当所にご相談に来られた経営者の皆様を中心にご案内
しています。
 令和２年度、当所で大変多くの方が「小規模企業共済」にご加入いただ
いたことを受け、この共済を運営する中小企業基盤整備機構さまより、平
成30年度に続き、２度目となる感謝状をいただきました。

早めの加入がオススメ！小規模企業共済のお得ポイント♪

表彰

掛金は全額所得控除扱い。 確定申告書に書けば、

節税になります！
利回りは最大1.5%！
退職金代わりとして、老後の備えに活用できます。

詳細・お申込みについては、
商工会議所にGO♪
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知的財産権(発明)相談会

第223回 珠算検定　第227回 暗算検定
第133回 段位検定

９月～10月

日本政策金融公庫融資相談会
工業部会・工業クラブ合同研修会
事業承継支援相談会

会員向け定期健康診断

働き方改革相談会

敬老の日

知的財産権(発明)相談会

令和３年度 会費納入のお願い

【口座振替】振替日：９月13日(月)
ご指定の金融機関口座より振替させていただきます。秋分の日

会員向け定期健康診断

会員向け定期健康診断

創業個別相談会

オンライン商談会の効果的
なやり方セミナー

詳しくは、下記へお問い合わせください。

会員向け定期健康診断

日本政策金融公庫融資相談会

【お 振 込 】納入期日：10月12日(火)
納入通知書を郵送させていただきます。

 9/14火
10/12火
11/9火
12/14火

 事業承継の相談は早いほど、より適切で円滑な承継が
実現できます。コーディネーターによる相談会をご活用く
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。好評につきご
予約はお早めに！

相談料：無料	 相談時間：10：00～16：00

安心中立・秘密厳守
事業承継支援相談会

更生ペンギンの
サラちゃん

更生ペンギンの
ホゴちゃん

犯罪や非行をした人を雇用し、立ち直りを助ける
「協力雇用主」を募集しています

青経会９月例会

BCPセミナー

BCPセミナー

青経会10月例会

 犯罪や非行をした人の立ち直りには働くことが大変重要
です。
 協力雇用主は、犯罪や非行をした人の自立や社会復帰
に協力することを目的として、彼らを雇用しようとする事
業主です。全国に約２万4000事業者がいます。
 協力雇用主の方々の不安を軽くするために、国の支援
制度もあります。

公益財団法人　おりづる会

交通遺児に
夢ある未来を!!

経済援護・厚生
◆奨学金の支給　
◆新入学給付金・就職仕度金の支給
◆学年進級支援金の支給
◆高等学校卒業祝金の支給など

　公益財団法人おりづる会は、交通事故でお父さん、
お母さん、あるいは両親を亡くされた滋賀県に住んで
おられる交通遺児に対して、経済的な支援等を行って
います。事業は、皆様方の善意の寄附により支えられ
ています。

【事務局】

滋賀県大津市京町四丁目１－１（滋賀県庁内）
滋賀県土木交通部道路保全課　
交通安全対策室内　　公益財団法人 おりづる会
ＴＥＬ：077－528－3682　FAX：077－528－4903

補助金個別相談会

補助金個別相談会

物件個別相談会

【お問い合わせ先】　　　
近江八幡保護区保護司会
近江八幡市安土町小中1-8　
総合支所内
TEL.0748　-46-3141
	 （内線	345）

9月３日(金)

8日(水)

14日(火)

16日(木)

17日(金)

20日(月)

23日(木)

10月4日(月)

５日(火)

６日(水)

７日(木)

8日(金)

13日(水)

21日(木)

24日(日)

27日(月)

12日(火)

15日(金)

26日(火)

７日(火)

21日(火)

10日(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－

 9/8水
10/13水
11/10水
12/8水

 9/16木
10/21木
11/18木
12/16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

WEBセミナーのご案内

アクサ生命の 
基礎から学ぶマネーセミナー
　「人生100年時代」といわれる現代。
　その人生を、あなたが不安を抱えず、安心して歩んで
いけるよう、お金、資産の面からあなたをサポートして
いきたい。
　皆さまのお金にまつわる疑問、知りたいと思うことを
わかりやすく解説していきます。おうち時間が長い今だ
からこそ、お金の勉強をしてみませんか。

講師:東　陽二郎（アクサ生命保険株式会社　京滋支社）

9月16日(木) 14：00～ 15：00
☆	詳細は同封の「WEBセミナーのご案内」をご確認ください。

ご視聴は
無料です！

工業部会と近江八幡工業クラブ
との合同研修会
「脱炭素社会の実現に向けて、中小企業に
も求められること」

　世界、日本で脱炭素化の動
きが加速しています。滋賀県
が実施する“琵琶湖版SDGs”
「 マ ザ ー レ イ ク ゴ ー ル ズ
（MLGs）」、中小企業にも求め
られ始めている脱炭素化への
対策や事例など説明します。

9/14火
13:30〜15:30

講師:滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課 一伊達　哲　氏
   株式会社ウェイストボックス　代表取締役 鈴木　修一郎　氏
受講料:無料
定員:［来所］20名（先着順）　　［オンライン］制限なし

鈴木　修一郎　氏
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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。

　第3２回関西商工会議所女性会連合会	奈良大会が開
催。場所は奈良公園バスターミナルレクチャーホールと
オンラインでのハイブリット形式での開催で、当会は近
江八幡商工会議所大ホールにて視聴した。出席者11名。
　廣瀬会長が議長となり各議案について審議をし、全
議案が満場一致で承認された。総会終了後、「城と女性
―戦国を生きる―」をテーマに奈良大学文学部教授千田
嘉博氏が講演された。戦国の女性のたくましい生きざ
まを拝聴し、その精神に感銘を受けた。新型コロナウ
イルスが蔓延するこの困難な時代を生き抜く参考にし
たい。

　近江八幡商工会議所大ホールにて開催。出席者は９
名。議題は、①HPのリニューアルについて②ビジネス
コミュニティ補助金について。HPのリニューアルにつ
いてはシンプルなものとし、活動報告はフェイスブッ
クに移行する。ビジネスコミュニティ補助金について
は、原案の通り承認された。

第32回関西商工会議所女性会連合会総会奈良大会開催
令和3年６月９日(水)

第２回役員会を開催

会 員 紹 介

　私ども「多も里」は、近江八幡市内から最も離れた北
里地区で手打ちうどんを中心に、丼物、寿司、会席、
仕出し料理を提供している昔ながらのお店です。
　最近は、ボリューム満点のカツ丼が人気です。毎日、
昆布、かつお、うるめ、サバ節を煮出して、美味しい「お
だし」を取って営業しております。食材も添加物を含ま
ず出来るだけ身体に良い物を選び、日々新鮮な材料を
職人が調理して、手作りを心掛けています。
　現在長引くコロナ禍、飲食店という事で、非常に辛
い立場に立たされています。どの業種の方も毎日大変
な思いでこの時期を乗り越えておられる事と存じます。
　昭和61年の開業以来足をはこんでいただいている多
くのお客様、永きにわたり店を支えてくれている従業
員、店を理解して下さっているご近所の方々には、本
当に感謝しております。
　気軽にお食事をして頂き「あーおいしかった」と言っ
て下さる一言が、私達の最高の喜びになっております。
　早く今まで通りの日常を取り戻せる事を願いつつ、
今後共地域の皆様に愛されるお店であり続けたいと
思っております。
　これからも宜しくお願い致します。

多も里
所在地　　〒5２3-0061　近江八幡市江頭町443-5
電話番号　0748　-36-6177
営業時間　平日：11：２0－14：30　土日祝：11：２0－15：00
　　	　　　　　17：00－２1：00　　　　17：00－２1：00
定休日　　火曜日、水曜日

令和3年６月14日(月)

田守　恵子
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新規会員募集中！
TEL:0748-33-4141

　会員企画PTを中心に、6月２9日（火）18　：00より当所大ホー
ルで２4名が参加して、会員間の交流を深めることを目的に、
自社や自身をPRする「PR+」を開催した。
　3回目となる今回は、会員企画PTリーダー	大前商店	大前	
英己氏、および世話人	有限会社シガオータランバー	中嶋	輝雄
氏が発表。
　これまでの人生を振り返り、大切にしているポリシーや、そ
れぞれの事業内容、青経会活動への思いなどを話された。
　参加者から、人生のターニングポイントとなった出会いやエ
ピソードなどの質問が出されるなど、ご商売、そしてお二人を
より深く知る機会となり、会員間での交流を深めた。

大前商店　大前	英己	氏

　　
　

　

はちまん青年経営者会

はちまん青年経営者会　新入会員様（2020.9 ～ 2021.8）
株式会社高栄：山尾	徳幸	氏　株式会社中西モータース：中西	豊	氏　株式会社ハヤタケ工業：林	健	氏
合同会社FULLHOUSE：水野	健	氏　MANIERA：菱村	龍志	氏		（50音順）

※今後も、新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念されることから、式典を来春に延期致します。

　外部交流PTを中心に、7月18　日（日）市内宮ヶ浜において、会員２6名、島小学
校の児童30名などが参加し、地引き網漁の体験事業を実施した。
　当会は「びわ湖トライアスロンin近江八幡」において、例年、島小学校の子ど
もたちと「子ども新聞」事業などを行ってきたが、コロナ禍で、昨年、今年は大
会が中止となり、子どもたちとの活動がなくなってしまった。３月に大会会場の
宮ヶ浜の清掃活動を行い、地域の子どもたちが参加できる事業として、休暇村近
江八幡や沖島漁協などの協力を得て実施した。
　仕掛けた網を掛け声をかけながら、子どもたち、親御さん、会員で引き、オイ
カワやギンブナ、固有種のビワヒガイも採れたが、ほとんどが外来種のオオクチ
バスやブルーギルで、60㎝を超えるものもあり、子どもたちは持ち上げたり、口
の大きさに驚きのぞき込んだりしていた。
　魚や琵琶湖の漁業について、滋賀県水産課の三枝さんの説明を熱心に聞き入り、
琵琶湖のために今すぐできる「琵琶湖の魚を食べること」を学んだ。
　子どもたちは「琵琶湖にこんな魚がいるのを知らなかった」「漁業の大変さが分
かった」など話し、琵琶湖を学ぶ生きた機会をつくることができた。

有限会社シガオータランバー	中嶋	輝雄	氏

編集：青経会	広報PT

（6）	 №66　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 令和３年９月1日 令和３年９月1日　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 №66（7）

6月例会、「PR＋」を実施

７月例会、地引網体験事業を実施

八幡会報9-10月号.indd   7 2021/08/24   16:51



指物師・木戸坤六と内国勧業博覧会
第６回

　今回も、前回と同様『近江八幡の歴史』第9巻「地
域文化財」の第5章2節「勧業振興と近江八幡」に記
した内容から、近江八幡輩出の職人について紹介
しましょう。
　皆さんは「木戸坤六（きどこんろく、以下「坤
六」）」という人物の名前を聞かれたことがありま
すか。
　坤六は、江戸時代後期に現在の野村町に生まれ、
その後八幡町内の魚屋町に店を構え、指物師（さ
しものし）として生きた人でした。指物とは、木
と木を合わせて作られた家具や器具などの総称で
す。一般的には日常の家具などを作ることが多い
のですが、坤六はその域を超えて活躍をした人で
した。近江八幡市内の旧家には、坤六が作った指
物類をお持ちのところも多く、坤六が作った庭や
茶室が残っていました。
　つづいて、坤六が残した「仕事」の成果について
紹介したいと思います。
　明治にはいり、新政府は産業の近代化に向けて、
明治10年（1877）開催を皮切りに内国勧業博覧会
を５回開催します。この博覧会は、殖産興業の一
環として、国内産業の発展を促進させ、新技術の
発明やその普及を目的としたもので、地域の物産
が一堂に会することになりました。

　第１回目から第３回目までは東京の上野公園、
第４回目が京都の岡崎、第５回目が大阪の天王寺
で行われました。ちなみに博覧会が行われた跡地
利用として、明治37年（1904）には岡崎公園、明
治42年（1909）には天王寺公園が開園しています。
　その内国勧業博覧会に近江八幡市域からも多く
の物産が出品されましたが、坤六は第2回の博覧
会に「欵冬葉（かんとうよう）状木盆」を出品し、優
品に贈られる「褒状」を受賞しています。「欵冬葉
状木盆」とは、蕗（ふき）の葉がモチーフとなって
いる木の盆です。大正15年（1926）に出版された
『月刊太湖』の第6号「名工木戸坤六」には、「岩さん
（木戸坤六）の好んで彫刻せしは、芭蕉の葉を写せ
る茶盆（中略）蕗の葉、蓮の葉、桐菊を写したる丸、
もしくは角盆（中略）何れも、刀痕歴々その粗雑の
観を呈する内に言説すべからざる掬すべき（すく
いとるべき）気品の縹渺（果てしなく広がる様）た
るは、岩さん自身の性格を表現せるもの」と記さ
れており、坤六が好んで作ったものだということ
がわかります。
　また、坤六は指物師でありながら、茶道や華道
にも通じ、先にも記したように作庭や建築の技能
も有しました。これは、国学者西川吉輔の教えが
あったといわれ、坤六は始終吉輔のもとに通い、
様々な技能、そして国学について指導を受けてい
たといわれています。
　ＮＨＫの大河ドラマ「青天を衝け」では、日本の
近代化に尽くした渋沢栄一の生涯が描かれ、幕末
から明治時代にかけての日本の近代化がクローズ
アップされています。現代に直接通じてくる近代
の歴史について、今一度学びなおす、という方も
おられるのではないでしょうか。その際にはぜひ、
このような地元の近代の技術史についても目を向
けていただければと思います。

近江八幡市市史編纂調査専門員　奥村晃代

蛇車刻印
「江州田中江」と
「本家いつみや平兵衛」

第 2回内国勧業博覧会で受賞した「欵冬葉状木盆」
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『滋賀働き方改革推進支援センター』へご連絡ください。

〒520-0806⼤津市打出浜2番1号 コラボしが21 5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

近江八幡商工会議所 相談会日程

相談時間 ①13：30～ ②14：30～ ③15：30～ 当日の午前中までにご予約を。

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。相談の機密保持は厳守します！

９月１７日（金） １０月１５日（金） 11月１９日（金）

相談⽀援
無料

今月は、専門家による労務管理のサポート事例を紹介します。(厚生労働省HPより抜粋)

就業規則を30年振りに改定

サービス業【廃棄物処理業】従業員7名

【相談内容】
以前から会社のルールを見直したいと考えており、「働き方改革推進支援
センター」に就業規則の改定の支援をお願いした。

【専門家の助言内容】
就業規則の改定に向けて、働きやすい職場づくりのために何が必要かを
スタッフの意見も聞きながら分析することなどについて助言。

【支援の効果】
労働時間の見直しや、さらに子育て中のスタッフが働きやすいよう
に時短勤務制度も採用することにより、就業規則を整備することができた。

【事業主からの声】
これからもスタッフの意見も聞きつつ「働き方改革」を継続して行いたい。

助成金の活用で、働き方を変える

飲食業【飲食店】従業員12名

【相談内容】
店舗業務の効率化のために、タッチパネル式オーダーシステムの導入を検討
しているので、活用できる助成金はないか。

【専門家の助言内容】
時間外労働時間等改善助成金の活用による導入を提案し、適正な労務管理の
観点から就業規則の整備についても助言。

【支援の効果】
複数回の支援により、助成金の交付申請を実現できた。

【事業主からの声】
まずは相談してみることが大事。

ホームページは
こちら ⇒
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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。

発酵キッチン和ちゃ 〜日替わり弁当、酵素ジュース〜

　昨年４月末、地域の人たちの憩いの場所として開かれ
た「発酵キッチン和ちゃ」。お店のテーマは「人とのつな
がり」です。
　「コロナ禍で大勢が集うことはできないけれども、一人
一人のお客さんと楽しんで話すことを心がけています。
来てくれた人たちが心地よくつながる場にしていきたい」
と店長の細居たみ子さん。
　近隣の一人暮らしの方もお店に来るとおしゃべりして、
ご飯を食べ、ホッとできる場所になっているようです。テ
イクアウトメニューは、地元産の野菜を使った日替わり
弁当、酵素ジュースなど。新鮮な野菜を地元で無農薬農
法に取り組んでいる女性生産者から直接仕入れ、販売も

しています。日替わり弁当は、野菜中心のおかずで、手
作り味噌など発酵食材も使われていておすすめ。季節の
果物とてん菜糖で作られる酵素ジュースは、暑い時期に
ぴったり。細居さんにもぜひ会いにお出かけ下さい。

中華屋悟空 〜各種メニュー〜

　住宅街の中にある「中華屋悟空」。市内外からお客さん
が訪れ、今年で13年目になります。特徴は、美しい盛り
付けと、本格的な中華だけれど油っぽくないメニュー。特
に女性のお客様に人気です。
　ランチの中華粥セットは、メインが選べ、点心や揚げ物、
サラダ、デザートがついて、いろいろ楽しみたい人にお
すすめ。一番人気はエビチリ。大きいエビが10匹ほど入っ
ており、食べ応えがあります。麻婆豆腐や酢豚も人気メ
ニュー。麻婆豆腐は地元で作られたこだわりの木綿豆腐
が使われています。酢豚はあっさりめの味で、ランチや
常連さんからの注文が多く、時期によって地場野菜も楽
しめる一品です。

　ほとんどのメニューが事前予約でテイクアウト可能。お
弁当もあり、一つでいろいろな種類のおかずが楽しめま
す。お家で本格中華を味わってみませんか？

●

●
●

●

スギドラッグ
近江八幡たばこ
商業協同組合

近江八幡市立図書館

京料理宮前
たちばな支店

発酵キッチン 和ちゃ

八木町

中華屋 悟空

近江八幡市立
総合医療センター

桐原東小学校

ラ・ムー

PCカレッジスタック

●

●

●

●

住所：近江八幡市宮内町115-6
電話番号：0748-32-7001
定休日：水曜日、不定休
営業時間：11:00 ～ 18:00

住所：近江八幡市土田町274-14
電話番号：0748-33-8000
定休日：水曜日、第３火曜日
営業時間：11:30~14:30（最終入店13:45）

　　　　17:00~21:30（最終入店20:45）
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　大森貞子氏は、70才と高齢で体調がすぐれないことも
あり廃業を決意、廃業後の店舗（本人所有）を有効活用
したく、那珂市商工会に相談、当センター宛てに相談申
込みとなったもの。
　一方、菊地則子氏においては、勤務の傍ら将来の起業
を目標に「創業スクール」を令和２年度に受講・終了し、
同スクールが連携している当センターの「後継者人材バ

ンク」に登録し、引継げる事業先を模索。
　令和３年３月31日に「不動産賃貸契約書」を締結、７
月に相談者念願の「カフェ」開業予定となり、本件成約
に至った。
　また、菊地氏創業にあたり、センターより日本政策金
融公庫の「女性、若者/シニア起業家支援資金」制度を紹
介し、同制度を活用して開業資金の一部を調達した。

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

事業承継・引継ぎ支援センターは、事業承継全般における公的相談機関として各都道府県に設置されています。今回は、
ご支援させていただいた事例を紹介させていただきます。

　社長、取締役とも高齢であるが、親族内に後継者候補
がいない。従業員の日高氏に白羽の矢が立ったものの、
多忙のため一向に進まなかった。永和信用金庫本店より
センターを紹介いただく。
　商品在庫等の整理や家賃の処理について税理士も交え
て話し合いを行う。組織体制、株式の譲渡、役員変更に
かかるアドバイスを踏まえ、登記を実施。顧客や銀行へ

のあいさつ回り、社会保険・税務署への変更届等につい
ての確認や助言を行う。
　「第三者たる専門家が入ってくれることにより、円滑に
引継ぎを前に進めることができた」と前経営者、後継者
ともに喜んでいただいた。お客様へのきめ細やかな対応
方針を踏襲し、社長業に邁進されている。

❶ 従業員承継（大阪府における事例）
　 ［企業］株式会社朝日山洋服店（織物・衣服・身の回り品小売業）　 ［前経営者］佐々木氏　［後継者］日高氏（従業員）

〒520-0806 大津市打出浜２番１号コラボしが21 ９階　Tel：077-511-1505　e-Mail：info@shiga-hikitsugi.jp

滋賀県事業承継・引継ぎ支援センター

（令和３年度 第３回）

～事業承継に関する悩みを全力でサポートします！～

　当案件は平成30年７月に宮崎商工会議所が行った事業
承継診断を契機にセンターに相談があったもの。
　不動産仲介業を営む（株）グローバルは2008年に那須氏
が創業。仕事は順調に推移していたが、子供に承継の予
定はなかった。後継者を探していたところ、同じビルで
土地家屋調査士を営む大野氏が興味を示し引き継ぐこと
となった。

　センターでは両者からよく話を伺い条件整理を行うと
ともに、専門家を紹介・活用して企業価値評価のアドバ
イスや株式譲渡契約書等の作成等を支援。平成30年11月
に成約。事業承継補助金に採択され、不動産調査や空き
家再生など新たな業務にも取り組んでいる。
　なお当分は相談役として那須氏がサポートすることと
なっている。

❷ 第三者承継（宮崎県における事例）
　 ［企業］株式会社グローバル（不動産取引業）　 ［前経営者］那須氏　［後継者］大野氏

❸ 後継者人材バンク － 経営資源の引継ぎ（茨城県における事例）
　 ［譲渡資源］そば・うどん処かめや（飲食店）　 ［前経営者］大森氏　［後継者］菊地氏（創業者）

　大分県大山町で特産の梅の栽培、製造加工を手掛ける
「森梅園」は、昭和36年に森文彦氏が梅農園として創業。
　文彦氏も75歳となり、娘のあゆみさんに事業を引継ぐ
覚悟を決め、あゆみさんもセンター主催のセミナーにも
参加するなど承継の準備を進めた。
　技術の伝承が最大の課題で梅やスモモなど樹木の剪定

技術を父親から、梅干し等食品加工の加工技術は母親か
らと重要な経営資源を計画的に引継ぐ。
　承継後の売上アップの新商品として、熟しても落ちな
い「招福梅」の梅干しの縁起物シリーズが好評（道の駅
などでも販売中）で、更に新商品開発に向けても積極的
に挑戦している。

❹ 親族内承継（大分県における事例）
　 ［事業］森梅園　［前経営者］森　文彦氏　［後継者］森　あゆみ氏（娘）
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事業所名 連絡先 ひとことコメント

ジャラン ジャラン 近江八幡市鷹飼町526-1　グリーンアレー 2F
TEL.0748-33-7110

JR近江八幡駅から徒歩３分！ジャマイカを中心としたアジ
ア料理を味わいながら、楽しい時間を過ごせるお店です♪

ひむれ和太鼓
プロモーション

TEL.070-5672-9857 
info@ryo-wadaiko.com
https://ryosuke-ohashi.com/

プロの和太鼓奏者・指導者として、和太鼓の魅力を発信
しています。保育園や地域のイベントなど、様々な場所
での演奏・指導依頼を承っております。お気軽にご相談
ください！

コアプロダクト TEL.090-4766-0024
morishita.kazuki.coreproduct@outlook.jp

鉄・ステンレス・アルミなど設計から製作までの卸売業
（商社）をしています。市内の事業所さんと繋がれると嬉
しいです。ご連絡お待ちしています！

商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）
2021年７月調査結果

　企業のワクチン休暇等への対応状況について
は、「対応を行っている」と回答した企業の割合
は71.2％となりました。具体的には、「接種後の
副反応などへの対応として、特別休暇（有給）を
付与する」が28.3％で最も多く、次いで「接種や
移動にかかる時間を就業扱いとする」が27.3％と
なりました。

ワクチン休暇等への対応状況

近江八幡商工会議所・安土町商工会合同
地域福祉チャリティゴルフコンペのご案内

会　　　場：名神八日市カントリー倶楽部　比叡・鈴鹿・伊吹コース
プ レ ー 費：お一人様　1２，670円
　　　　　　（グリーンフィ、キャディ代、昼食代、税等オール込み料金）
参加負担金：お一人様　3，000円
表　彰　式：プレー終了後、ゴルフ場にて

定　員：120名

第１組スタート8：30〜
3コース同時スタート

11/16火

（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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７月６日(火）

　６月25日(金)午後３時30分から、滋賀中央信用金庫本店
５階ホールにおいて第171回通常議員総会を開催しました。
　堤専務理事開会宣言、尾賀会頭挨拶の後、定款に基づき
尾賀会頭が議長となり、議案審議に入りました。
　議案審議事項　①議員の職務を行う者の変更承認につい
て ②令和２年度事業報告について ③令和２年度一般会計並
びに各特別会計収支決算について、それぞれ慎重に審議さ
れ、何れも原案どおり可決承認されました。

６月25日(金）

第171回通常議員総会開催　
令和２年度事業報告・収支決算承認される

あなたの夢をカタチに！「はちまん創業塾2021」

　独立開業を目指す方を対象としたセミナー「はちまん創
業塾」(講師：中小企業診断士　安田勝也氏 他)を開催しま
した。新たなチャレンジを志す21名が参加されました。計
６回の講座を通して、創業の心構えや経営に関する知識の
習得の他、グループワークなど受講者間での交流も図りま
した。最終日にはビ
ジネスプラン発表会
を実施し、各々の目
指すものについて熱
く語っていただきま
した。

　近江八幡卸商連盟は令和３年度定時総会について新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため、昨年度同様、書面に
て開催しました。審議の結果、全４議案が賛成多数により
承認されました。今後の事業は新型コロナウイルスの状況
をみながら実施の判断していく予定です。

近江八幡卸商連盟　令和３年度定時総会（書面開催）

７月20日(火）

　近江八幡宿料飲会は、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、令和３年度定時総会は書面で開催しました。審議
の結果、全４議案が賛成多数により承認されました。
　今後の事業は新型コロナウイルスの感染状況をみながら、
実施していく予定です。

近江八幡宿料飲会　令和３年度定時総会（書面開催）

7月11日(日) ～ 8月29日(日)

事業再構築補助金対策セミナー
～制度理解と事業計画作成の進め方～

　７月28日、８月５日の２回に分け
て、当所大ホールにおいて、小川宗彦
税理士行政書士事務所の小川宗彦氏を
お招きし開催。計９名が参加しました。
　今年度コロナ対策の大型補助金とし
て注目されている本補助金について、
制度の概要とともに、申請要件、記載
が求められる項目と内容、審査ポイン
トなど、ワークも交えてご説明いただ
き、参加者から分かりやすかったとの
声も多数いただきました。

７月28日(水）・８月５日(木）

会　計　別 収　入 支　出 差引収支残高

一 般 会 計 87,613,536 76,785,887 10,827,649

中 小 企 業 相 談 所 特 別 会 計 53,099,288 53,099,288 0

共 済 事 業 等 特 別 会 計 23,464,224 23,464,224 0

職員退職給与積立金特別会計 21,691,518 0 21,691,518

労働保険事務組合（特別会計） 33,812,451 33,812,451 0

労働保険事務組合（一般会計） 3,637,364 3,637,364 0

シ ー ズ バ ン ク 会 計 322,930 0 322,930

合　　　計 223,641,311 190,799,214 32,842,097

令和２年度
収 支 決 算 総 括 表

（令和２年４月１日～令和３年３月31日） （単位：円）
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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

得トククーポン

「会報を見た」と言うと、おひとりさま1回限り
メニュー料金から10％ OFF

得トククーポン

「会報を持参」の⽅、先着50名にプレゼント
大型マウスパッド（80cm×30cm、柄は選べません）

（Agreable）（4Action）

当コーナーの掲載事業所を募集中！
詳しくは近江八幡商工会議所まで。

近江八幡市杉森町291-11

腸内フローラ解析��� 36,300円～
ネトラバスティ����� 4,400円　
肌改善フェイシャル�� 16,500円～

　「これを食べたら痩せる！」とか「体にいい！」と聞くと、その
食材や食事を取り入れたりしていますよね？
　でもそれは、自分にとって本当にいい食事ではないかも知れま
せん！
　腸内を覗いてみると、自分に合った食事の仕方がわかります。
体に負担をかけない食事を続ければ、自然と体重も減ったりし
ます！
　なので、腸内フローラ解析メニューをはじめました。いつで
も相談に来てください！

●

●
●

●

●

26

金剛寺町

199 Agreable

長田町
公民館

八幡工業高校

金田小学校
金田幼稚園

中日新聞
近江八幡
専売所

メニュー例（価格は全て税込表示）

所在地

電話番号

営業時間

定休日

080-5314-6413

AM9:00～

不定休（完全ご予約制）

心も体も一旦リセット！あなただけのプライベートサロン♪ Agreable

※ ホットペッパービューティーでも
空室確認やご予約ができます。

LINE Instagram

E 第152号♪

※ クーポンは
　2021年９月１日～10月末日まで有効

近江八幡市西本郷町264-17

パソコンの修理、データの復旧
その他パソコンに関する相談格安にて
承ります。

　近江八幡市に地域密着する「パソコン修理屋さん」を目指して
格安料金でサポートします。私達は廃棄されるかもしれないパ
ソコンを一台でも多く救えればと考えています。
　パソコンの起動不良の修復（故障）や動作不良、パソコンの動
作速度の改善 、メモリー増設、パソコンのアップグレードなど
のトラブルや障害でお困りの方は、「近江八幡のパソコン修理屋
４Action」まで連絡ください。

●

●

●

●
●

●

駅南第五
児童公園

本郷神社

ヴィラ・アンジェリカ
近江八幡

HIROTA

天ねん

もんじゃ焼き
山吉

近江鉄道万葉あかね線

４Action

サービス例

所在地

電話番号

営業時間

定休日

070-8326-2190（松本まで）

11:00～15:00

土、日、月

あなたの「街のパソコン修理屋さん」 パソコン修理専門の４Action

※ 店舗に持ち込まれる場合は、事前にお電話ください。

ホームページ
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