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東京商工会議所　検定試験

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

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・ネット試験等を除く）

2021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。

受験申込について
※�新型コロナウイルス感染症の感染状況や大規模自然災害等によっては、

急きょ試験が中止となる場合や、申込受付を早期に締め切る場合があり

ます。最新情報はお問合せいただくか当所ＨＰでご確認いただきますよ

うお願いいたします。

※�統一試験の受験申込期間は試験日の約３カ月前を目途にお問合せください。

※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。

※�簿記検定、リテールマーケティング検定のネット試験については日本商

工会議所検定試験ＨＰもご確認ください。（https://www.kentei.ne.jp/）

簿記検定
回 施行期日

158 6月13日（日）

159 11月21日（日）

160 2月27日（日）

☆�受験料
　１級�7,850円　2級�4,720円　３級�2,850円
☆�第160回は2～３級のみ施行します。
☆�統一試験に加え、2級と３級にネット
試験方式が追加されました。

リテールマーケティング（販売士検定）
☆�2021年度より、１級～３級すべてが「ネット試験方式」での随時施行とな
ります。

2021年７月からの施行を予定しておりますので詳細については、日本商工会
議所検定試験ＨＰをご確認ください。

珠算検定
回 施行期日

222 6月27日（日）

223 10月24日（日）

224 2月13日（日）

　　　☆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

224 ４月11日（日）

225 6月27日（日）

227 10月24日（日）

229 2月13日（日）

☆受験料　　　　　　　　
　　　１～6級　910円

段位認定
回 施行期日

132 6月27日（日）

133 10月24日（日）

134 2月13日（日）

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

　東京商工会議所の検定試験（東商検定）は2021年度からIBT（イ
ンターネット経由での試験）に変わります。
対象： カラーコーディネーター検定・福祉住環境コーディネーター

検定・環境社会検定（eco検定）など

東商検定IBTの３つのポイント
❶�受験日時が選
べる！

❷�即時採点ですぐに
合否が分かる！

❸�自宅や会社で受
験できる！

問合せ先　東京商工会議所検定センター
TEL　03-3989-0777
（土日・祝日・年末年始を除く10:00～ 18:00）
https://www.kentei.org/ 

2021年３月 詳細公表
東京商工会議所検定
試験情報ウェブサイト
をご確認ください

日商プログラミング
級 検定料 申込受付期間

EXＰERT 6,600円

試験会場にお問合せ下さい。
STANDARD 5,500円
BASIC 4,400円
ENTRY 3,300円

簿記検定　ネット試験
級 検定料
初 2,200円

原価計算 2,200円
2 4,720円
3 2,850円

リテールマーケティング（販売士）
ネット試験

級 検定料
1 7,850円
2 5,770円
3 4,200円

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

キーボード操作技能
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

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。

フレー
！ フレー！
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２年　平田　遥太�さん ２年　吉田　海翔�さん ２年　城　大智�さん

２年　澤　歩菜�さん ３年　安山　結奈�さん ３年　大谷　悠夏�さん

高校在学中の最大の目標としていた日
商簿記検定1級の合格を達成でき、大
変嬉しく思います。高度な学習ができ
る環境への感謝を忘れず、次の目標で
ある税理士試験の合格へ向けて頑張り
ます。

高校入学以来、日商簿記１級合格を卒
業するまでの目標として掲げていまし
た。今回早くも目標を達成できたこと
に対し、教えあい高めあえた仲間に感
謝するとともに、新たな目標に向けて
スタートを切りたいと思います。

検定までの１か月間は、朝７時半から
夜９時まで簿記と向き合い、非常に苦
しい期間でした。だからこそ合格を
知った時は達成感がありました。2月
には全経上級があるので、合格できる
よう最善を尽くします。

日商簿記検定１級の合格は、努力が認
められたようでとても嬉しかったで
す。この結果は、多くの方々に支えて
いただいたおかげで得られたもので
す。ここで立ち止まらず、次の目標へ
向けて頑張ります。

私は、今回の検定が2回目の受験にな
ります。１回目の受験では、自分の力
不足を痛感し、とても悔しい思いをし
ました。そして今回、１回目の反省を
活かし合格できたことにとても嬉しく
思います。

日頃の学習の成果を日商簿記検定１級
合格という形で残すことができて嬉し
く思います。家族や支えて頂いた先生、
部活動の仲間には感謝しています。今
後も会計の知識を深めていこうと思い
ます。
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３日㈬ 確定申告相談会

５日㈮ 確定申告相談会

８日㈪ 確定申告相談会

18日㈭ 知的財産権（発明）相談会

19日㈮ 働き方改革相談会

25日㈭ 商工優良従業員表彰式
通常議員総会

４月５日㈪ 創業個別相談会

３月～４月

９日㈫ 確定申告相談会　事業承継相談会
第三者承継出張個別相談会

３月１日㈪ 確定申告相談会

７日㈬ 新規就職者激励大会
新入社員研修会

確定申告相談会２日㈫

確定申告相談会４日㈭

確定申告相談会11日㈭

14日㈬ 日本政策金融公庫融資相談会

15日㈭ 知的財産権(発明)相談会

29日㈭ 昭和の日

新規就職者激励大会
新入社員研修会

令和３年４月６日㈫　 ９：30～16：30
　　　　　　７日㈬　10：00～ 16：30

10日㈬ 確定申告相談会　
日本政策金融公庫融資相談会

20日㈯ 春分の日

開 催 日

講 師

阿部ふみ先生
（特定非営利活動法人	日本接遇教育協会	理事長）

受 講 料

1名様２日間	4,000円（当所会員）
　　　　　　	5,000円（一般）

定 員

30名（先着順）

会 場

滋賀中央信用金庫本店	５Ｆ大ホール
（近江八幡商工会議所隣）

会員事業所向け

令和２年分所得税・消費税の
確定申告相談会

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・消費税の確定申告相談会を開催いたしま
す。相談会は予約制ですので、ご希望の方は事前に
ご連絡をお願いいたします。

３月1日㈪～３月11日㈭　	※土日を除く

時 間

所得税および復興所得税の申告・納税期限
４月15日

消費税および地方消費税の申告・納税期限
４月15日

開 催 日

９:00～ 12:00　　13:00～ 15:30

６日㈫ 新規就職者激励大会
新入社員研修会

11日㈰ 暗算検定
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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－

3/10水
4/14水
5/12水
6/9水

3/18木
4/15木
5/20木
6/17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

４/５　
月

９：00
～20：00

グルメマップ・ホテルガイド 「たべあきんど！」
をリニューアルしました！

　近江八幡商工会議所会員の飲食
店・宿泊店などが集まる近江八幡
宿料飲会が、地元の飲食店などに
関する情報を満載したグルメマッ
プ「たべあきんど！」の最新版を
作成しました。
　当所窓口のほか、市内のお店や
公共施設で入手できますので、ぜ
ひご覧ください！

ゼロからのご相談でもＯＫ！
創業個別相談会

　創業の悩みや創業に至るまでの道筋まで、経営指導
員がしっかりサポートします。第２創業や副業につい
てもご相談いただけます。
　「何から始めたらいいのか分からない」といった方も
大歓迎！ぜひお気軽にお越しください！

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
非接触型検温器・消毒液自動噴射機・アクリルパネルを設置し、コロナ感染症対策に努めています！

検温器の前に立ち検温 手をかざして消毒液を出す 相談会場をご利用

ご来所の際はマスクを着用の上、ご協力をお願いいたします。

※お電話・FAXにて事前にご予約をお願いします。
※ご相談時間の目安は、お一人様1時間程度です（応相談）。
※	５月以降も毎月相談会を開催します（共催：安土町商
工会）。相談会日程以外でも随時ご相談をお受けいた
しますので、ご希望の方はお気軽にご連絡ください。
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　創立30周年の記念事業として、紙折り機を近江八幡
商工会議所に寄贈することが役員会で決定。令和３年
1月５日、ホテルニューオウミにて贈呈式を開催し、
尾賀会頭にお渡しすることができた。今後の商工会議
所での活動にお役立ていただきたい。

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。

　近江八幡商工会議所大ホールにて第２委員会（広報委
員会）を開催した。会議は、
創立30周年記念誌の発行
について検討するもので、
その中⾝について協議を
行った。３月の発行に向
けて順次すすめていく。

　新型コロナウイルスの蔓延により苦労されている医
療現場を少しでも⽀援したいという思いから、当会よ
り寄付金の贈呈を行った。金額は創立30周年にちなみ
30万円。
　贈呈後、小⻄理市長及び宮下浩明院長とお話しする
機会を得て、実際に医療現場に携わっている方の生の
声を聞き、より一層医療従事者の皆様への感謝の気持
ちを強くし、⼥性会としてそして一個人としてできる
ことは何かと考えさせられる1日となった。令和３年１⽉５⽇

商⼯会議所に紙折り機を贈呈

近江⼋幡商⼯会議所⼥性会第２委員会
令和２年12⽉21⽇

寄付⾦を近江⼋幡市⽴総合医療センターへ
令和３年１⽉21⽇

会 員 紹 介
　近江八幡市で看板屋を営んでおります美十と申します。
　祖父は京都友禅の図案家でしたが、戦争で名古屋の
愛知航空に召集されました。そして名古屋大空襲で焼
き出され、まさしく着の⾝着のまま故郷に帰り着き、
縁あって近江兄弟社専属の看板屋として再出発したと
聞いています。
　そうして生まれた「看板屋の美十」も地元の皆様に⽀
えられ、おかげさまで創業70年を迎えました。
　一昔前はペンキと筆で仕事をしていた看板業界も
日々機械化が進んおり、当店でも「カッティングマシー
ン」「溶剤インクジェットマシーン」等、設備を整えて

臨んでいます。
　決して大きくはない看板屋ですが、一人一人が責任
と誇りを持ち、お客様のご要望にお応えできるよう、
お客様に満足して頂けるよう日々精進しております。
　自然的にも歴史的にも、そして文化的にも個性のあ
る美しい近江八幡市の景観を阻害することなく、それ
でいてキラリとひかる独自性のある看板づくりをめざ
しております。
　お店や会社の看板はもちろん、横断幕や懸垂幕、の
ぼり旗やポスター、ステッカー等　広告のことでした
らなんでもお気軽にご相談ください。

看板屋の美十
〒523 ｰ 0895　近江八幡市宇津呂町34
0748-32-3668
８：30～ 17：30
土・日・祝日
http://www.zc.ztv.ne.jp/bijuu/

所 在 地
電話番号
営業時間
定 休 日
ホームページ

：
：
：
：
：

川村	典子
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　昨年10月に第三者事業承継が順調にできた浅小井農
園（株）。創業者の松村務（67）は取締役会長になり、メ
ガバンクから転職し浅小井農園で２年間研修生として
経験を積んできた関澤征史郎（39）が代表取締役社長に
就任しました。
　事業承継するには、譲渡条件整理、デューデリジェン
ス、最終契約締結などの多岐にわたる作業が行われます。
実務を進めた税理士とは別に、商工会議所から紹介いた
だいた滋賀県事業引継ぎ⽀援センターによるセカンドオ
ピニオンを受けました。そのおかげで、半年ほどのごく
短期間で事業承継を完了することができました。

第三者事業承継と小規模事業者持続化補助金をバックアップ

　また、事業承継のタイミングで小規模事業者持続化
補助金を活用してホームページのリニューアルができ
たのも商工会議所のブラッシュアップのおかげで、事
業が動くイザという時の商工会議所のバックアップは
嬉しかったです。
　浅小井農園は創業13年目。朝恋トマトの商品名で、
中玉トマトを関東から九州の都市部スーパーを中心に
販売しています。先進的にJGAP認証、ICT農業、
SDGsなどに取り組み、全国から注目されています。

浅小井農園株式会社
近江八幡市浅小井町2481
http://asagoi.com

商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）

2021年1月調査結果

　2020年１月調査と比較すると、新卒採
用を実施した企業が減少しており、採用
活動に慎重な姿勢がうかがえます。計画
通りの採用ができたと回答した企業は増
加したものの、依然として５割超の企業
は計画通りの採用ができていない結果と
なりました。２割超の企業は募集をして
も採用できなかったと回答しており、人
材確保が課題となっています。

2020年度の新卒採用（2021年４月入社）の動向

浅小井農園

近江八幡商工会議所では事業承継相談会を毎月開催しております。
ぜひご利用願います！

（8）	 №63　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 令和３年３月1日 令和３年３月1日　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 №63（9）

187068.indd   8 2021/02/22   15:56



滋賀働き方改革推進支援センター
〒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 相談料・交通費

無料

近江八幡商工会議所 相談会開催中！！

３月19日（金）
相談時間 ①13：30～　②14：30～　③15：30～

当日の午前中までにご予約をお願いします。
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！

▶ 費用をかけずに実施できるＩＴがあります！
▶ＩＴで仕事の効率がＵＰするワクワク感！
▶ 何か一つでも会社へ持ち帰る！
▶ 周りの人に成功体験を広める！

【講師】 岩崎 成孝 氏
株式会社ダイセンソリューションＣＴＯ
株式会社ダイセン工業経営企画室 室長

実演・体験も行いました

【導入事例】
▶ マルチモニター＆ディスクの高速化
▶ iPad ・スマホで社外からメール・ファイル参照化
▶ クラウドによるデータ共有
▶ Webミーティング&チャットツールの活用
▶ タイピングのスキルUP方法
▶ iPad ペンシルの活用
▶ ソフトウェアロボットの活用

ＩＴの活用による仕事効率化セミナー開催！
1/25，27，2/1の3日間で38名が参加
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【創業200年を超える老舗が絶える危機】
　最寄りの金融機関に相談に行かれたのは「廃業相談」。
　先祖代々、その地に根付き、親しまれてきた食品製造業
は創業200年を超え、事業を継続されてきました。事業主
が体調を崩し、後継者がいないことから、いろんな思いや
考えがある中、覚悟を決めての廃業相談でした。
　しかし、金融機関の⽀店長は事業主が相談した内容は本
心ではないと感じ、滋賀県事業引継ぎ⽀援センターへ問い
合わせをしました。センターとしてもその地域に根付き、
食文化に貢献してきた事業を終わらすわけにはいかないと
いう使命感から、事業を理解し、背景を理解してくれる引
継ぎ先を探すこととなりました。様々な経緯を経て、事業
内容や地域の存在意義を理解してくれた事業所が商品も商
号もそのまま引き継ぐこととなり、事業は継続することと
なりました。譲渡契約書調印の後に、売手の事業主が言っ
たのは、「ご先祖さんに足を向けずに済んだ」
　本音は先祖代々引き継がれた事業を継続させたかったと
いうことだと思います。しかし、自分ではどうにもできない、
行きつくところは廃業の覚悟だったのでしょう。

【子供に遠慮するもホンネは？】
　センターの相談でよく耳にする言葉です。
　「子供らに継がせて苦労させたくないから」
　ある会合の席で事業承継についてお話しさせてもらう時
間を少しいただきました。参加しておられる皆さんは周り
の顔があることから、お話しした事業承継の内容について
も、あたかも「うちは大丈夫」というような顔をして当事

者ではないような雰囲気を醸し出しておられました。しか
し、その会合の後の懇親会でお酒も進み、解散となり、帰
りがけに私に近寄る事業主さんがおられました。
　「先生、子供が事業を継ぎたいといわせるにはどうしたら
いいんやろ」

【ホンネが言える空間、寄り添ってくれる支援機関の
存在】
　後継者がいない、いるはずなのにいないと言い聞かせて
いる事業主もたくさんおられるのではないでしょうか。事
業主、経営者はとかく孤独だといわれます。自⾝の厳しい
環境に置かれているときに、弱音や愚痴を吐き出すことも
なかなかできないし、周囲に見せることもできないと思わ
れてるのでしょう。家族や従業員に見せられない思い、気
持ちも、⽀援機関であれば、きっと寄り添ってくれるはず。
事業引継ぎ⽀援センターも商工会議所も相談者に寄り添う
ことが、相談の第1歩と考えています。特に事業承継では
後継者がいるいないにかかわらず、本音で進めていくこと
が前提となるのです。
　コロナ禍で厳しい経営環境だからこそ、「ホンネベース」
で打ち明けてほしいと思います。商工会議所も事業引継ぎ
⽀援センターもそんな「ホンネ」に寄り添った相談を受付
ける姿勢で臨みます。

滋賀県事業引継ぎ⽀援センター　
TEL	077-511-1503　FAX	077-526-5860

第６回　「事業承継はホンネが勝負！」

事業承継の準備は早いほど、より適切で円滑な承継が実現できます
安心中立・秘密厳守・相談無料の相談会をご活用ください!

会場：近江八幡商工会議所　　事前予約制 TEL0748-33-4141

ご親族への事業承継に関するご相談を承ります。
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。

「後継者がいない」「事業を誰かに引き継いでほしい」「税
金の優遇は？」
従業員・第三者への承継・譲渡などを検討されている方
は、事業の売却・買取・廃業等を決断される前に、ぜひ
ご相談ください。開 催 日 ：３月９日(火)

相談時間：10:00 ～ 16:00

事業承継相談会 第三者承継　出張個別相談会

開 催 日：３月９日(火)
相談時間：10:00 ～ 16:00
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　沖島がある近江八幡市内には、琵琶湖の幸を美味しい料理として提供するお店がたくさんあり
ます。今年度、滋賀県水産課が推進する「びわ湖のめぐみ味つなぎ�リモートクッキング企画」と
連携し、琵琶湖の魚介類を活用する会員を紹介。オリジナル動画「お家でできる湖魚レシピ」も
公開中です。

休暇村�近江八幡
総料理長　大島康広さん

　近くにある沖島の漁師さんが持ってきてくれ
る、ホンモロコ・コアユ・ウロリなど、いろい
ろな種類の琵琶湖の魚を使って年間で5000 ～
6000食の湖魚料理を提供されている休暇村近
江八幡。最初は敬遠される方もいたけれども、
今では欠かせないメニューになっており、地産
地消や地元観光にもつながっているとのこと。
　動画では、総料理長が家庭でも気軽に作れる、
スジエビと小松菜を組み合わせた料理を紹介し
てくれます。

住所：近江八幡市沖島町宮ヶ浜
TEL：0748-32-3138

イタリア料理�ヴィ―テ
オーナーソムリエ　高岡洋文さん
シェフ　岩原信久さん

　お二人ともイタリアで修業され、ローマと京
都で働いたご縁もあり４年前にイタリア料理
ヴィーテを開店。「イタリア料理の基本は、その
土地のものを使うこと。琵琶湖の魚は、海の魚
に負けないおいしさがある。」と話してくれまし
た。滋賀県産小麦のパスタも開発されています。
　動画では家庭でも作りやすいように佃煮を
使ったスパゲティを紹介。レモンとクリームで
味が柔らかくなります。 住所：近江八幡市出町366

TEL：0748-31-4123

レシピ動画はこちら

レシピ動画はこちら
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記録の町・近江八幡―「御朱印」と「八幡町記録帳」―

第３回

近江八幡市総合政策部文化観光課　烏野茂治

　江戸時代の八幡町は、記録資料により町の権利
を維持してきました。その根拠となるのが、織田
信長と豊臣秀次が発給した重要文化財「安土山下
町中掟書」「八幡山下町中掟書」と、徳川家康が関
ケ原の戦いに勝利した後発給した「禁制」です。掟
書には、同町への諸役免除特権を認める条文があ
り、信長・家康の朱印が押されている（秀次は花押）
ことから、これらの文書を「御朱印」と称し、大切
に扱っていました。御朱印は、「御朱印箱」という
特別の容器に入れ、町役人が１ヵ月交替で引き継
ぎ、その鍵は町役のトップである惣年寄が預かる
という形で厳重に管理されていたのです。
　また、御朱印と同じく御朱印箱に保管され、八
幡町において大切に扱われていたのが、「八幡町
記録帳」です。これは、八幡町が旗本朽木氏領時
代の享保６年（1721）に、それまでに作成された八
幡町にかかわる文書類を23項目に分類して編集し
た記録で、享保６年以降も必要に応じて書き継が
れています。その内容を４つに分類すると、次の
ようになります。
①日牟禮八幡宮（宮内町）や「八幡（山）城」といった
八幡町にとってメルクマールとなる施設や、人
口・土地など町にかかわる基本事項。

②町の施設等の維持管理に係る人足や火消し道具
の負担割合、飢饉時の救済など、八幡町の管理
にかかわる事柄。

③八幡町と山や堀を介して接する村々や、琵琶湖
の舟運を介してつながる町村との間の訴訟など
を通じて定められた取り決め（訴訟にかかわる
願書の写しも含む）。

④八幡町の諸役免除特権ともかかわる、朝鮮通信
使や琉球使節、瀬田川普請などの国役負担回避
の事例。

　このうち③・④は、どちらも八幡町が他の町や
村と比べ特別な地位にあることを強調しており、
当初城下町として建設された八幡町が外部（近隣
町村）との関係において領主から優遇されてきた
歴史を綴っています。八幡の町は「自治の伝統」が
あるといわれますが、それは文書を管理・活用す
ることで権利を維持するという先進的な手法によ
るものだったのです。
　なお、掟書については、市立図書館のHP内「近
江八幡歴史浪漫デジタルアーカイブ」で画像だけ
でなくその内容についても知ることができます。
また、「御朱印騒動」を含む、八幡町の特権を維持
する歴史は『近江八幡の歴史』第７巻「通史Ⅱ八幡
山城から幕末まで」の第３章２「八幡町の運営」や
第５章１「秩序の変化」に詳しく記しています。ぜ
ひご覧ください。

八幡町記録帳　表紙 八幡町記録帳　目次

（12）	 №63　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 令和３年３月1日 令和３年３月1日　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 №63（13）

187068.indd   13 2021/02/22   15:56



事業所名 所在地・連絡先 ひとことコメント

KOMATSU�(株) 堀上町136-1　グランブルー 503
TEL.（0748）26-9673 大工・サイディング・内装・その他工事承ります。

Mi�Argentina 加茂町3590-2
TEL.（0748）36-5770

アルゼンチンの伝統肉料理アサードをご提供いたします。
ジューシーで柔らかく、お肉本来の味をお楽しみいただけます。

串建 土田町266-3
TEL.(080)4484-8938 土木、外構工事承ります。お気軽にご相談ください！

黒川経営戦略研究所 八木町310-1
TEL.(090)3053-4317

近江八幡で中小企業診断士をしています。いつでもご連
絡ください。

木村俊勝社会保険労務士事務所 鷹飼町1553　イーストビル2F�206
TEL.(0748)32-6100 地元で社労士をしています。お気軽にご相談ください。

(株)�びわこ 多賀町569
TEL.(0748)36-3202 まちづくり・店舗づくり支援をしていきます！

近藤正春税理士事務所 鷹飼町1530番地2
TEL.(0748)33-4577 鷹飼町で税理士をしています。お気軽にご相談ください。

(株)�高栄 鷹飼町北四丁目15-5　ヴィラ水郷A201
TEL.(0748)36-3258 建築塗装・リフォーム�お気軽にお声がけください！

サロン�す～ちゃん 上野町124
TEL.(090)9044-8593

中高年の方に人気のカラオケ・ダンススタジオ　
地域の憩いの場所です！

nail.emable 出町420-18
TEL.(090)2383-2328

自宅でプライベートネイルサロンを１月に開業しまし
た。お気軽にご連絡ください！

（掲載を希望された事業所さまのみのご紹介です。敬称略）

ポリテクセンター滋賀では、働き方改革の一環として、生産管理・組織マネジメン
トなど生産性向上に関する知識・手法や業務の効率化に必要なITの活用に関す
る知識・手法の習得をめざすセミナーを開催しています。

申込方法など詳細はホームページに掲載→

コースの一例
▫品質管理実践
▫提案型営業実践
▫業務効率向上のための時間管理
▫組織力強化のための管理
▫効果的なOJTを実施するための指導法
▫業務に役立つ表計算ソフトの関数活用
▫相手に伝わるプレゼン資料作成

生産性向上支援訓練のご案内

お問い合わせ先
ポリテクセンター滋賀 生産性向上人材育成支援センター 生産性センター業務課
TEL:077-537-1176 FAX:077-537-1215 E-mail：shiga-seisan@jeed.go.jp
※R3.3.31までのメールお問合せ先：shiga-seisan@jeed.or.jp

中堅・ベテラン従業員に求められる
コミュニケーション力 【コース番号 042】

2021年3月19日（金）9：30～16：30
会 場：
定 員：
受講料：

オープンコース １名様からお申し込みいただける公募のコース

◆会 場
◆訓練時間数
◆受 講 料
◆定 員

オーダーコース １０名様からご利用いただけるコース

貴社の会議室等で開催でき、課題に合わせてカリキュラムを
カスタマイズできます。まずはご相談ください。
ご相談から開催までに３か月程度要します。

45才未満の方も受講できます。

ポリテクセンター滋賀
１５名（先着順）
3,000円（税別）

当センター、民間教育機関など滋賀県内
６時間あるいは１２時間
2,000円あるいは3,000円／人（税別）
各コース １５名（先着順）
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１月５日(火）

令和３年 年賀会開催

　ホテルニューオウミにおいて新春恒例の当所主催年賀会
を開催。例年は、当所大ホールで行っていたが、今回は、新
型コロナウイルス感染防止の観点から、会場をホテルニュー
オウミに変更し、飲食無しで行った。小西市長、片岡市議
会議長、小寺衆議院議員、こやり参議院議員、嘉田参議院
議員他多数の来賓をお迎えし、約60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。その後、終始
和やかな雰囲気で名刺交換、歓談が行われた。

１月28日(木)

販路拡大、生産性アップのための
IT・WEB活用セミナーを開催
　当所大ホールにて、株式会社スプラム代表取締役　竹内幸
次氏をお招きし開催。新型コロナウイルスの感染拡大防止のた
め、竹内講師もオンラインでご参加いただき、オンラインでも
視聴可能なハイブリッド形式で開催。販路拡大や生産性アップ
に向けて、小規模事業者、IT・WEBを用いたデジタル化の手
法や活用事例をご紹介。来場、オンラインで計20名ご参加い
ただき、終了後、活発な質疑応答が行われた。

１月20日(水）

新春特別講演会　
～元OL若女将がITで起こした老舗旅館のイノベーション～

　滋賀男女共同参画センター “G-NETしが”にて、株式会社
陣屋の代表取締役　女将　宮﨑知子氏をお招きし開催。新
型コロナウイルス感染拡大防止のため、宮﨑講師もオンラ
インでご参加いただき、オンラインでも視聴可能なハイブ
リッド形式で開催。デジタル化により経営や業務の効率化
を進められた取組事例をご紹介。来場、オンラインで計65
名ほどご参加いただき、終了後、活発な質疑応答が行われた。

１月24日(日）

物件に関するお悩み相談 
物件所有者相談会（第１回）を開催！
　滋賀県補助事業として実施している空き店舗・町家調査
事業に関連して、特に近江八幡旧市街地エリアで物件をお
持ちの方・お探しの方を対象とした物件所有者相談会（第
１回）を開催した。
　今お持ちの建物の活用を希望されている方や、ご商売に
活用できる建物を探しておられる方がご相談に訪れた。当
所不動産部会の会員事業所と連携し、実際に現地に訪れ建
物の状態を確認。今後どのように管理し活用していけば良
いのかなど、今後の展開も含めたお悩み解決に応じ、充実
した相談会となった。
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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.149

へらぶな釣り 水茎

得 ト ク ク ー ポ ン
会報をご持参の方に割引

初回ご利用 500円OFF（他のクーポンとの併用不可）

2021年３月１日～2021年４月末日　近江八幡商工会議所　３月号

　子供靴、介護靴、大きいサイズの靴が充実しています。
　シューフィッターが在籍しています。靴でお困りの方、
靴のサイズ調整など、気軽にお声掛けください。

ファミリー層の品揃え

東京靴流通センター
近江八幡店

得 ト ク ク ー ポ ン
会報をご持参の方に割引

税抜き3,000円以上ご購入で、５％ OFF（SALE品も含みます）

2021年3月１日～2021年4月末日　近江八幡商工会議所　3月号

所在地　近江八幡市出町230
TEL　0748-32-8275
営業時間　10:00～20:00
駐車場　あり
定休日　なし

ファミリー桟橋あり！
家族や友だちと釣りを楽しもう♪

所在地　近江八幡市元水茎町108
TEL　0748-33-9074
営業時間　
　　　　5月～9月 6:00～17:00
　　　　10月～4月 7:00～16:00 
駐車場　200台
定休日　なし
★食堂・自販機があります

　　　　　　　　|�平日�|
一般�������������������¥1,800
半日※�����������������¥1,500
シルバー/女性�����¥1,500
中学生以下����������¥1,000

　休日は、家族や友だちと外でまったり過ごしてみませ
んか？広々としたファミリー桟橋があるので、お子さま
とのびのびと釣りを楽しめます♪
　貸し竿（エサ付）がありますので、手ぶらで来ても楽し
めます。初めての方には親切・丁寧にご説明いたします
ので、お気軽にお越しください！

�|�休日�|
¥2,000
¥1,600
¥1,500
¥1,000

貸し竿（エサ付）　¥�1,000
※半日：開店～12：00/11：00～閉店

【料金】
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桜宮町

東京靴流通センター
近江八幡店

平成工業

浜街道
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小船木町

へらぶな釣り 水茎
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