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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。

奥村佃煮
専務取締役　奥村吉男さん

　毎日、沖島の漁師から旬の鮮魚を仕入れて、
加工直売をされている奥村さん。
　先代が沖島で湖魚を扱うことを生業としたこ
とに始まり、近江八幡で佃煮等の販売を始めて
50年。佃煮はそのまま食べても美味しいけれど、
ほんの少しアレンジを加えることで、簡単でお
いしい一皿に変身するといいます。「年配の佃煮
ファンはもちろん、若い人や子どもたちにも食
べてもらうことが、琵琶湖の漁業や文化を守る
ことにつながる」と話してくれました。
　動画では、商品の佃煮を調味料代わりに使っ
た「調味料いらず簡単ゴリの焼飯」と「すし酢
をかけるだけ！うざく風コアユの酢の物」を紹
介。

住所：近江八幡市多賀町400番地
TEL：0748-32-7833

RABBIT　HUTCH
店長・シェフ　澤　貴行さん

　同店は八幡堀のそば、昔の酒蔵を活かした建
物に2019年オープンしたクラフトビアカフェ。
店舗の近くにある自社ブルワリーでさまざまな
オリジナルビールを製造。作りたてのビールが
届く環境で、ビワマスのコロッケなど湖魚を使っ
た新しいカフェフードを魚の旬に合わせて提供
しています。店長兼シェフの澤さんは、日本料理、
イタリア料理など、多様なレストランで修業を
してきました。お店では、彼が考える常識にと
らわれない湖魚料理と、それらの料理に合うク
ラフトビールを楽しめます。
　動画では、幅広い年代層に食べていただける
レシピ「ビワマスと舞茸のクリームパスタ　山
椒の香り」と「スジエビの餃子の皮ピザ」を提案。

住所：近江八幡市大杉町27 ２階
TEL：0748-36-2347

レシピ動画はこちら

レシピ動画はこちら
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八幡商人のおもてなし文化

群
雀
図

海
景
図

第 1回

近江八幡市史編纂室 山本順也

　東京オリンピック誘致の頃から、日本人の「お
もてなし」の文化が注目されるようになりました。
今でもよく耳にする言葉ですが、その起源は神社
の祭礼にあるともいわれます。怒らすと怖い神様
を丁重にもてなし、上機嫌でお帰りいただくため
の場が祭礼だというのです。
　こうした起源をもつといわれるおもてなし文化
は、現在に至るまで日常のさまざまな場面でその
片鱗をうかがうことができます。今回、ここでは
江戸時代の八幡商家におけるおもてなし文化につ
いて紹介したいと思います。
　江戸時代、現茨城県結城市に出店を構えた野間
清六家は、酒造業で大成した八幡を代表する商家
です。永原町の旧野間邸には、とても面白い襖絵
が伝来しています。4枚の襖の片側に群雀図、反
対側には海辺の景色を描いた海景図が描かれてい
ます。作者は幕末から明治初期に活躍した塩川文
麟という京都の画人で、まだ若き駆け出しの頃か
ら八幡商人がパトロンとなり支援していました。
中島来章・横山清暉・岸連山らとともに平安四名
家（京都の四大画人）の一人に数えられています。

さて、この襖は現在押し入れの襖戸として使用さ
れていますが、絵の内容をみると本来は客間に用
いられていたことがわかります。まず群雀図です
が、これは襖の中央に向かって四方から雀たちが
飛来してくる構図となっています。しかし、画面

中央には何も描かれず、雀たちがいったい何を目
指して集まって来ているのかがわかりません。こ
こが重要です。客人が客間に通される時、まずこ
の絵が目に入るよう客間の外側にしつらえておき
ます。やって来た客人は、まずこれを見て「雀た
ちは何に魅了されて集まってくるのだろう。この
扉の先にはいったいどんな楽しい事が待っている
のだろう」と期待を膨らませつつ、襖をあけて客
間に入るという粋な工夫がなされているのです。

　一方、室内側の襖には海景図が描かれています。
これは下方に松林を配し、雄大な山々に囲まれた
海の景色です。ここでは時の流れを忘れるくらい、
ゆったりと様々な話題に花を咲かせられるよう、
安心感にあふれた落ち着きのある絵が配置されて
いるのです。襖絵の両面ともに、主人のおもてな
し精神が満ちあふれているといえるでしょう。
　こうした作品のアイディアは文麟のものでしょ
うが、野間氏が注文主としておよその指示は出し
ていたでしょう。襖に描かれた何気ないような絵
に、実は客人をもてなすためのちょっとした粋な
計らいが仕掛けられており、またそれを理解する
側にも同じように粋なセンスが求められていたと
もいえます。そこに八幡の町に根づいた、八幡商
人のおもてなし文化の精神がよくあらわれている
のです。
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７日㈯ はちまん創業塾2020 第２回

14日㈯ はちまん創業塾2020 第３回

15日㈰ 第156回簿記検定

21日㈯ はちまん創業塾2020 第４回

22日㈰ 第45回福祉住環境コーディネーター検定

23日㈪ 勤労感謝の日

28日㈯ はちまん創業塾2020 第５回

11月～12月

17日㈫ 事業承継ネットワーク相談会
チャリティゴルフコンペ

11月３日㈫ 文化の日

29日㈰ 第49回カラーコーディネーター検定

事業承継ネットワーク相談会４日㈬

日本政策金融公庫融資相談会11日㈬

知的財産権（発明）相談会19日㈭

12月１日㈫ 事業承継ネットワーク相談会

５日㈯ はちまん創業塾2020 第６回

７日㈪ 健康診断（午後の部のみ）　
創業個別相談会

８日㈫ 健康診断

９日㈬ 健康診断　
日本政策金融公庫融資相談会

10日㈭ 健康診断

13日㈰ 第222回暗算検定　
第29回環境社会検定

15日㈫ 事業承継ネットワーク相談会

17日㈭ 知的財産権（発明）相談会

29日㈫ 休館日

30日㈬ 休館日

31日㈭ 休館日

18日㈮ 常議員会

年末調整相談会のご案内
《日　程》

令和３年
１月５日㈫、６日㈬、７日㈭、12日㈫

時間　9：00～15：00
会場：近江八幡商工会議所　会費：無料

令和３年 年賀会
（賀詞交換会）ご案内

　令和３年の新年を迎えるにあたり、恒例の年賀会
（賀詞交換会）を開催致します。多数ご参加ください
ますようご案内します。
　尚、当日は飲食はございませんのでご了承ください。

会場：ホテルニューオウミ　会費：無料

令和3年

１/5　
火

１4：００
～１5：００

常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所
に雇用されるすべての労働者に適用されます。

※�賃金引上げのための助成金は滋賀労働局雇用環境・均
等室（077-523-1190）まで。

滋賀県最低賃金改正

東近江労働基準監督署　TEL�0748-22-0394
お問い合わせ先

１時間　868円
（令和２年10月１日発効）

　当所会館玄関横に、織
田信長をモチーフにした
災害救援自販機を設置し
ました。「いざ出陣！」、「お
主はどれを所望であるか、
選ぶがよい」、「このたび
の活躍、誠に見事であっ
た。大儀である」という
風に話しかけられます。
もしもの災害時には、無
償で飲料を提供する機能

が搭載されている実力派です。
　ご来所された際にはぜひお楽しみください！

※	新型コロナウイルスの感染の状況により、中止させていただ
く場合もございます。詳しくは、12月にお知らせします。
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会議所主催

－表記のない場合、会場は全て近江八幡商工会議所です－

11/11水
12/9水
1/13水
2/10水

11/19木
12/17木
１/21木
２/18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

年末年始の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

 「Zoom」「Microsoft Teams」
   「Google Meet」

はじめてのWeb会議ツール活用術
非接触に効果を発揮する主要Web会議ツールを学ぼう

　Withコロナ時代の必須ツールとして、営業や打合
せで導入する企業が急増しております。今回、主要
なWeｂ会議ツールの比較と概要、メリット・デメリッ
トを解説。使い方を詳しく説明いたします。
講　師：G-word(グッドワード）代表　杉山貴思 氏
受講料：会員：無料　　非会員：1000円
定　員：20名

１２/２　
水

１3：3０
～１5：3０

新春講演会
（仮題）負債10億円の老舗旅館を
復活させた若手女将の経営手法とは

場所：滋賀県男女共同参画センター
　　　（G-NETしが） 大ホール
講師：株式会社陣屋　
　　　 代表取締役 女将　宮﨑 知子 氏
受講料：無料
定員：100名

１/２0　
水

１4：００
～１5：3０

小規模事業者持続化補助金 申請・実績報告書作成　個別相談会を開催します

　小規模事業者が事業計画に基づき実施する販路開
拓や非対面ビジネスモデルへの転換などの取り組み
に対して、その費用の一部を支援する補助金です。
　補助金申請、採択後の実績報告書作成についてサ
ポートします。

日　時：11/16午後、11/18午後、11/19午前、
11/20午後、11/24午後、11/25午前、
11/26午前、11/27午前、11/30午後、
12/1午後、　12/2午前、　12/3午前、
12/4午前、　12/8午後、　12/14午前、
12/22午後

相談員：中小企業診断士
相談料：無料 ※午前（9：00、10：00、11：00）、

　午後（13：00、14：00、15：00）

※	詳細は後日ご案内いたします。
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 新型コロナウイルス感染症の感染拡
大の影響により、大人数での会議や寄
合の開催が難しくなり、地域の活動さ
れている事業者さま・団体さまに影響が
出ています。

①スマホ1つあればスタートできます！
(パソコンやマイクがあればより本格
的！)
②ツールはたくさんあります。迷ったら
「Zoom(ズーム)」を使ってみましょ
う！
③資料をみんなで見ながら話したり、
便利な機能がたくさんあります！

 近江八幡商工会議所の会員なら無
料で視聴できる「WEBセミナー」で
は、「Zoom(ズーム)」の使い方など
を学ぶことができます。ぜひ視聴して
チャレンジしてみましょう！

WEBセミナー
はこちらから！

http://esod-neo.com/intro/cci/ohmi-machiman.html

女性会・はちまん青年経営者会では、Zoom
を活用してオンライン会議を行っています！

 このような状況の中で活動を続け
ていくために、Zoom(ズーム)などの
ツールを用いたオンライン会議をされ
る方が急速に増えています。使ってみ
ると意外と手軽で便利なオンライン会
議。この機会にぜひチャレンジしてみ
ませんか？
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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

きりん 浦 真樹子
近江八幡市桜宮町277-1　
TEL.(080)4237-3559(専用ダイヤル)

ご予約専用のスナックです。お電話・ショートメー
ル・電話番号へのLINEで、お気軽にご連絡ください。

アトリエ　ＫＡＺＵ 矢場 一子 近江八幡市為心町上42　TEL.(0748)36-6235 美容一般（カット・パーマ・着付・エステ）

らいん工房 松川 幸仁
近江八幡市西本郷町483-2　
TEL.(090)3976-6066　info@linekoubou.net

サンドブラスト工芸による各種作品作成・請負を
行っております。

ピアック株式会社 岡 　圭二

（本社）近江八幡市八木町359
TEL.(0748)52-5001　http://www.piac.jp

救急絆創膏　製造・販売
（工場）蒲生郡日野町寺尻1008
TEL.(0748)52-5001　info@piac.jp

ミヤケ・コンサルティング
オフィス

三宅 裕之
草津市草津3丁目10-38
TEL.(090)2382-9198　932miyake@gmail.com

経営コンサルティング

POLA THE BEAUTY
近江八幡ブーメラン通り店

大西 さやか
近江八幡市中村町20
TEL.(0748)33-6635

エステ・化粧品販売

（掲載を希望された事業所さまのみのご紹介です。敬称略）

小規模事業者持続化補助金で「引札」を使用した商品を開発
有限会社ラビットハウス

　有限会社ラビットハウスは、主に商業デザイン、商品
企画、イベント企画、広告代理業、ブライダル企画を中
心とし、地域に密着した事業として、琵琶湖最大の内湖「西
の湖」に生えているヨシ科の葦を使用した食品開発（葦
うどん）や葦はがきなどを開発しています。
　企画、まちづくり部門として、市内大杉町にギャラリー
スペース新町浜、アンテナショップとして(有)ほのぼの館で
販売委託をしています。
　2018年にcafe & shop SHINMACHIをオープンしま
した。

【持続化補助金申請のきっかけ】
　近江八幡市を訪れる若者や外国人観光客には、明治時
代から大正期にかけて盛んに用いられていたチラシ広告

「引札」を使用した名入れやギフトなどが好評です。当社
はこの引札を所有しており、これを使用し、新商品を開
発することを目的とし、持続化補助金を申請しました。

【持続化補助金を申請した感想、今後について】
　当社は過去に一度申請し、採択を受けておりましたが、
記入のレベルも上がっているとお聞きしたので、再度勉強
をと思い、まず、近江八幡商工会議所で開催された、持続
化補助金セミナーに参加させていただき、書き方を教えて
いただきました。更には職員の方にも申請から実績報告書
まで親切丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
　今後は、補助金で開発した引札の新商品を多くの方に
知っていただき、販売していきたいと思います。

近江八幡市出町487-1
TEL 0748-33-2914
FAX 0748-32-3514
営業時間　9:30 ～ 18:30
定休日　毎週土日

cafe & shop SHINMACHI
近江八幡市新町2丁目22
近江八幡市立資料館内

代表取締役 髙木氏
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　zoomを使い、オンラインにて会議を行った。会
議は当会創立30周年の記念誌の発行についてその
方向性を決めるためのもので、過去の記念誌など
を参考にしながら、内容や発行部数などについて
検討した。会議の中でいくつかの案がでたことか
ら、内容を整理し、次回、第2委員会の本会議で再
度検討することとなった。

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２委員会オンライン会議実施　９月30日㈬

会 員 紹 介

　昔から、人生の節目を迎える催事は、様々な祈りや願いを込めて、
現在にも受け継がれています。
　お宮参りは、お子様の背中に熨斗目模様の初着を掛けて神殿に行き、
七五三は健やかな成長を祈願して着物姿でお参りします。卒業式は凛
とした袴姿で門出をお祝いします。大人への第一歩である成人式は、
華やかな振袖姿や凛々しい紋付袴姿で晴れの日を迎えます。そして結

婚式の花嫁・花婿衣裳など、お客様の大切な記
念日、式典をより一層華やかに演出する衣裳でお役に立てて参りたいと存じます。
　近年は、お写真撮りを希望されるお客様も増加し、スタジオ撮影や近江のロケーション撮影
も行っております。豊富な品揃えで衣裳選びにご満足いただいております。
　コロナ禍で今までの当たり前を変えてゆく時代となりましたが、感染拡大予防に努めなが
ら、お客様の大切な思い出づくりに寄り添えるように営業して参りますので、今後共どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

綾部�洋子

有限会社おりづる
〒523 ｰ 0893　近江八幡市桜宮町216-7
0748-33-1310
9：00～ 18：00
月曜日
www.oriduru.jp/

所 在 地
電話番号
営業時間
定 休 日
ホームページ

：
：
：
：
：

第２委員会　開催　10月９日㈮

　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周年記念誌の内容
について検討するもので、前回のオンライン会議の事
前協議の内容をふまえながら話をした。協議の結果、
30周年記念誌の大筋の内容は決定し、詳細は次回会議
の中で検討することとした。
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【事例1　取り残された家族は？】
　事業引継ぎ支援センターに相談があったのは、旦那さんが亡
くなった後のことでした。個人事業で小売業を営んでいた旦那
さん、旦那さんの急死に戸惑ったのは家族。葬儀や役所等への
手続に奔走し、ひと段落ついた後に、旦那さんの兄弟から相談
申込の電話がありました。しかし、残された奥様と娘さんは決
断していたようです。
　相続放棄
　事業の継続も大事ですが、事業経営の経験もなければ、引継
ぐ準備も全くしていない状態では不安だらけ。さらにもっと不
安だったのは、金融機関からの借入が相続として残っていたこ
と。個人事業であるということは事業に供している資産も負債
も個人に帰属するのです。経営の経験も引き継ぎも全くなかっ
た奥様と娘さんの出した決断は、事業経営に対する不安だけで
はなく、借入金返済への不安、生活そのものの不安でした。直
前まで健康であっても、突然襲ってくる急死は事業承継の準備
期間すら与えてくれるものではありません。

【事例２　俺はまだ大丈夫や　笑】
　子供をはじめ、親族や従業員にも事業を引き継ぐ者がいな
い、第三者に事業を引き継いでもらおうと決断し、事業引継ぎ
支援センターに相談したのは今から3年前。飲食業を営む社長
にとって早期の決断で、準備するには十分な期間でした。後継
者候補はセンターだけでなく、社長自身も自ら探してくるとい
う精力的な姿勢で準備をしてきました。3年間で候補者は3名。
しかし、条件がなかなか折り合いませんでした。再度、過去の
候補者に打診したところ、引き受けるとの回答を得たのです。
センターは当事者を集め、今後の手続の進め方について説明
し、双方合意の上で支援を開始することになりました。その面
談の最後に私から社長へ伝えたことは、健康のこと。センター
の別の成約案件で譲渡側の経営者が命にかかわる病気から支

援を急いだことをお伝えしたのです。社長にはくれぐれもそう
いうことがないよう願ってますと伝えました。社長は「俺はま
だ大丈夫や」と笑いながら返事をしてくださり、面談を終了し
ました。
　その日から1か月たたないある日、社長から突然電話が入り
ました。「先生の言うとおりになってしもたわ」。私は最初、何
のことはピンとくることもなく、聞き直しました。すると「あ
と少し病院へ行くのが遅れたら、この世におらんことになって
たわ」突然襲ってきた大病。偶然の幸運が重なり、まさに「九
死に一生を得る」状況だったそうです。

　滋賀県事業引継ぎ支援センターで直面した実際の事例です。
事業承継と健康と命。センターに相談に来られる方の多くはま
だまだ健康そうに見えます。そして、実際に「自分はまだまだ
大丈夫」という方も多くおられます。そういう方の多くは事業
承継の決断、準備の時期が遅れがちになります。つまり、セン
ターの助言をわかっているつもりでも、行動に移されない可能
性が高いのです。また、健康上の理由でセンターに相談に来ら
れる方も多いです。しかし、実際のところ、準備期間が極端に
短いという傾向があります。そうなってからでは遅いという現
実。
　後継者不在の場合、事業承継に関する決断は早い方がいい形
で引き継ぐ可能性が高いのです。決断が遅くなると準備期間が
短くなり、M&Aの選択肢が狭まったり、事業の毀損が生じる
ことによる事業価値の低下といったことが、希望条件を満たす
ことが難しくなります。
　まずは事業承継に係る早期決断の上、商工会議所や事業引継
ぎ支援センターへご相談ください。

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

第４回　「早期決断と健康と命と事業承継」

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・従業員・第三者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？」
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 ：11月4日(水)、11月17日(火)
　　　　���12月1日(火)、12月15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：11月17日(火)、12月15日(火)
　　　　　��1月26日(火)、 2月24日(水)
相談時間：10:00 ～ 16:00
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商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測） 2020年９月調査結果

　経営への影響が続いている企業は２カ月ぶりに減少したが、
依然として６割超と高止まりの状態が続く。ただし、厳しい経
営環境下でも「従業員の人員整理を検討・実施」は約４%と引
き続き低水準にとどまった。雇用調整助成金の特例措置が12月
末まで延長されたこと等の政策効果もあり、引き続き雇用を守
ろうとする中小企業の姿勢がうかがえる。

新型コロナウイルスによる経営への影響

〒520-2304 滋賀県野洲市永原上町664  TEＬ 077-587-3588  FAX 077-587-5441
URＬ http://www.shrc.or.jp   E-mail: info@shrc.or.jp

お客様との信頼の絆を一番に
快適生活の提案 ・ サポートいたします

住まいのお困り事は、ございませんか？
水道の小さな水漏れから、リフォームまでお気軽にお問合せ下さい。

ＬＰガス・灯油販売 ⽔廻りリフォーム

住宅設備機器 ガス器具販売 /

修理・メンテ
上下⽔道⼯事 『富⼠の湧⽔』宅配
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９月〜 10月

持続化補助金申請特設窓口を開設

　９月、10月と毎日開設し、のべ48人の方がご利用されました。

10月６日(火)

Withコロナを生き抜く経営戦略セミナー

　事業所として取り組む新型コロナウイルス感染症対策や、有
効な補助金などについて、ワークも交えながらご講演いただき、
参加者は熱心に聞き入っていました。

９月〜 10月

助成金・給付金等に係る個別相談会を開催

　雇用調整助成金などについて、のべ11人の方がご相談され
ました。

10月９日(金)

不動産部会行政懇談会

　不動産部会から18名、近江八幡市行政から17名が参加し開
催。地域振興に関して地元不動産業者の目線から提案が寄せら
れ、小西市長・担当職員と意見交換を行いました。

10月５日(月)

近江八幡建設工業会　行政懇談会

　当所２階大ホールにて、近江八幡市との行政懇談会を開催。
坂本会長はじめ建設工業会役員が市長・担当課職員と意見交
換を行いました。

10月14日(水)

工業クラブ＆工業部会合同研修会　開催

　当所２階大ホールの会場だけでなく、オンラインでも同時開
催。「With/Afterコロナ時代の営業手法　～ ITを駆使し営業力
を強化する～」をテーマに、with/afterコロナ時代におけるIT
ツールを使った営業力強化について、事例を交えてご講演いた
だきました。
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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.147

お掃除、片付け、いずれもマッハへ!

お掃除専門マッハ

得 ト ク ク ー ポ ン
近江八幡商工会議所会員の方限定

2020年11月１日～2020年12月末日　近江八幡商工会議所　11月号

所在地　近江八幡市西本郷町264-17
TEL　 0748-26-9877
FAX　0748-37-6415
営業時間　９：00～ 17：00
定休日　不定休（予約優先）
HP　http://www.senmon-mach.com/
メール　senmon-mach@gaia.eonet.ne.jp

　滋賀県全域対応のお掃除サービスを
しております、その名も「お掃除専門
マッハ」です。ハウスクリーニング、遺
品整理、宿泊施設清掃などお掃除のこ
とならなんでも承ります。また、コロ

ナウイルス感染防止対策用品（使い捨てマスク、使い捨て手
袋、各種消毒液など）の販売中。コロナ対策清掃も可能です
のでお気軽にご相談ください。

からあげ（骨なしミックス・
骨なしムネ・骨なしモモ）
270円～
鶏笑弁当700円
からあげ弁当520円～

からあげ専門店

鶏笑　近江八幡店

得 ト ク ク ー ポ ン
会報を見たとおっしゃった方に割引

ムネからあげ１つサービス（お一人様1回限り）
2020年11月１日～2020年11月末日　近江八幡商工会議所　11月号

所在地　近江八幡市西ノ庄町1252-2
　　　　ビジネスホテル西ノ庄４号室
TEL　0748-36-1725
営業時間　平日　11:00～14:00、16:00～20:00
　　　　　土・日・祝　11:00～20:00
　　　　　（10/1より変更になりました）
定休日　不定休

　国産若鶏を秘伝のしょうゆダレに漬け込んだ、中津からあ
げのお持ち帰り専門店です。
　アツアツでも冷めてもおいしく、お子様からお年寄りま
で、老若男女問わすご好評いただいております。
　各種お弁当や、韓国風ヤンニョム
チキン、油淋鶏、甘だれモモ…等々
もございます。
　スタッフ一同、ご来店お待ちして
おります。

家事代行サービス2,500円（１時間）
補助金、助成金対応清掃（要見積もり）

60％以上のエタノール含有消毒液「C×Sサニッシュ 60」５L 3,800円→3,000円（税別）
アルコール消毒スプレー容器 600ml　スプレーボトル　300円→250円（税別）
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