
発行所：近江八幡商工会議所　住所：滋賀県近江八幡市桜宮町231番2号　TEL 0748-33-4141㈹　FAX 0748-32-0765
URL　http：//8cci.com　　E-mail　info@8cci.com　会員数／ 1,179

商 工 会 議 所 会 報
近江八幡

秋の日牟礼八幡宮　楼門

注目情報������������� 2
会議所カレンダー��������� ４
女性会活動報告���������� ６
青経会活動報告���������� ７
新入会員紹介・事業承継コラム��� ８
ｅちゃんねる�����������12

Contents

本年の“八幡堀まつり”は新型コロナ感染拡大防止の観点から、
日程を決めての開催は見送りとします。
ただ、時や場所を確定せず、遊歩道への灯りの設置を行い、
来年に向けたプロモーション画像などの収録を行うなど出来る
範囲の取り組みを模索中です。

9・10
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
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新型コロナウイルス対応 雇用関係に係る助成金申請サポートのための個別相談会を開催します

　コロナの影響による９月30日までの休業・休暇が対象です。助成金等で雇用
と会社を守りましょう。その他雇用に関するお困りごともお受けします。
日　時：９月 ３日㈭　13：30、14：30、15：30

９月11日㈮　13：30、14：30、15：30
９月14日㈪　 ９：00、10：00、11：00
９月24日㈭　13：30、14：30、15：30

相談員：社会保険労務士
相談料：無料

京都新聞に広告を掲載しませんか？

「今できること！近江八幡を元気にしよう」
キャンペーンご協賛のご案内

  万全の体制でお待ち 

し ており ます。  

 
京都新聞に広告を掲載しませんか︖ 

「今できること︕近江⼋幡を元気にしよう」キャンペーンご協賛の御案内 
 
掲載⽇︓9 ⽉~10 ⽉で、京都新聞に⼀任（⽇付指定不可） 
掲載枠︓京都新聞滋賀版（発⾏部数６９８８９部︓２０１９年７⽉〜１２⽉ ⽇本 ABC 協会調べ） 

⼀社あたり 約 4 段 1/5 サイズ（天地 135 ㎜×90 ㎜）  
企画カットとともに 5 社セットで全 5 段カラーの広告として掲載。 

《原稿体裁》 
○⾒出し３２⽂字以内（16 ⽂字×2 ⾏） ○本⽂３２５⽂字以内  ○写真 1 点（商品もしくは外観写真など） 

○上記以外に社名/店名（ロゴ不可）・住所・電話番号・営業時間・定休⽇・ホームページアドレス（ＱＲコード可） 
※京都新聞の広告掲載基準に沿った形での掲載になります。求⼈など⼀部掲載できない内容もございますので、ご了承ください。 

※原稿制作は、広告代理店「株式会社アルファス」が制作いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近江⼋幡商⼯会議所のホームページにもキャンペーン特設ページを設置し、上記広告掲載⽇以降に京都新聞広告内容を転
載いたします。 

詳しくは折込チラシをご参照いただくか、近江⼋幡商⼯会議所までお気軽にお問合せください。 

日本海と近江の食材に 

板前の技を込めた近江懐石！ 
□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□
□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■
□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□
□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■
□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□
□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■
□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□
□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■
□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□
□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■
□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□
□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■
□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□ 

すし・割烹 近江 ℡0748-33-0000 

近江八幡市桜宮町○○番地 

http://webapp.oa.otsu-jp 
1 枠分イメージ 

カラーで掲載いたします。 

今できることを！近江八幡を元気にしようキャンペーン！ 

 
●●●●●●●●●●●●● 

〇〇〇 
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カラーで掲載いたします。 

今できることを！近江八幡を元気にしようキャンペーン！ 

 
●●●●●●●●●●●●● 

〇〇〇 
 

「おうみはちまん じもと応援クーポン事業」登録店舗募集！

　地域経済の回復を目的として、市内の店舗で使えるクーポン券を発行する
「おうみはちまん じもと応援クーポン事業」の取扱店舗を募集します。
　詳しくは近江八幡市がお送りしている文書および近江八幡市ホームページをご覧ください。

電話にてご予約をお願いします。
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家賃支援給付金

自粛要請等により売上の減少に直面する事業者の地代・家賃（賃料）の負担を軽減するための給付金です。

給付額 法人…最大600万円 個人事業者…最大300万円
申請時の直近１か月における支払賃料（月額）に基づき算定した給付額（月額）の６倍

対　象 （次のすべてを満たす事業者）
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
②５月～ 12月の売上高について下記のどちらかを満たす
　・１か月で前年同月比50％以上減少
　・連続する３か月の合計で前年同月比30％以上減少
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

県内では八日市商工会議所（東近江市）、アヤハレークサイドホテル（大津市）、ホテル ボストンプラザ草津（草津市）、
彦根商工会議所（彦根）、北ビワコホテル グラツィエ　ソプラデッレグラツィエ（長浜市）に申請サポート会場が設置
されています。下記電話予約窓口でご予約の上、ご利用ください。

家賃支援給付金申請サポートセンター 電話予約窓口　Tel 0120-150-413
（平日・土日祝 9:00 ～ 18:00）

　近江八幡市では、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で事業収入が減少した中小事業者、
および影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等に対し、固定資産税等を軽減する措
置が実施されています。
　申請方法などの詳細につきましては、近江八幡市のホームページをご覧ください。
https://www.city.omihachiman.lg.jp/riyoushabetu/sonota/zeikin/3/15266.html

登録無料
びわ湖産魚介類が 食べられる・買える 店舗募集！

登録締切 年９月 日（水）まで

対象 琵琶湖産魚介類の料理や加工品を提供されている飲食店、加工品販売店、
宿泊施設などの事業者の方。旬の時期のみご提供されていても可。

ご登録のメリット ① 滋賀県琵琶湖八珍 サイトで貴店の概要をご紹介。
② ポスター、ステッカー、のぼりなど販促ツールをご提供。

登録方法 同封のチラシをご参照ください。
右の コードからもご登録できます。

お問合せ先 びわ湖のめぐみ味つなぎ事業事務局（株式会社フラン内） ：
滋賀県 農政水産部 水産課 ：

協力機関 近江八幡観光物産協会、近江八幡商工会議所、安土町商工会
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９月１日㈫

９日㈬ 日本政策金融公庫融資相談会

17日㈭ 発明相談会

21日㈪ 敬老の日

10月５日㈪ 創業個別相談会

６日㈫ 事業承継ネットワーク相談会

14日㈬ 日本政策金融公庫融資相談会

15日㈭ 発明相談会

20日㈫ 事業承継ネットワーク相談会

９月～10月

22日㈫ 秋分の日

23日㈬ 事業承継ネットワーク相談会

誰でも作れる事業計画セミナー９月１日㈫
令和２年度 会費納入のお願い

口座振替をご利用の会員様
振替日：９月14日㈪
ご指定の金融機関口座より振替させていただきます。

お振込で納入の会員様
納入期日：９月30日㈬
納入通知書を郵送させていただきます。

25日㈰ 第220回珠算検定
第221回暗算検定
第130回段位認定

事業承継（ご親族・従業員・第三者
への）に関するご相談を承ります。
相談会の日程が都合が悪い場合や出かけら
れないという経営者には、相談員が貴社へ
訪問させていただきます。

事業の売却・買取り・廃業等を決断す
る前にご相談願います！

事業承継の準備ははやくとりかかったほうが、よ
り適切で円滑な承継が実現できます！
ぜひ、近江八幡商工会議所までご相談・連絡ください。
第三者への承継・譲渡などを検討されている方は、
次の日程で個別相談をお受けします。ご予約をお
願いいたします。

9月23日㈬、10月20日㈫、11月17日㈫、12月15日㈫
ご相談時間：10:00 ～ 16:00

この先、早めのバトンタッチ
をしたほうが・・・ この先、事業を

どうしたらいいのか…

後継者が
いない

税金の優遇
はないのか

個別相談日：9月8日(火）、23日(水）
　　　　　 10月6日(火）、20日(火）
　　　　　 11月4日(水）、17日(火）
　　　　　 12月1日(火）、15日(火)
ご相談時間：10:00 ～ 16:00

事業承継ネットワーク相談会８日㈫

雇用関係個別相談会３日㈭

雇用関係個別相談会11日㈮

雇用関係個別相談会14日㈪

雇用関係個別相談会24日㈭
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会議所主催

－会場は全て近江八幡商工会議所です－

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

9/9水
10/14水
11/11水
12/9水

9/17木
10/15木
11/19木
12/17木

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

小規模事業者持続化補助金申請サポート窓口を毎日開設します

　小規模事業者が事業計画に基づき実施する販路開拓（ホームページの改修やチラシ作成）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。
補助金申請について全面的にサポートします。アイデアを計画にして、実現しましょう。

相談料：無料　　相談員：中小企業診断士

2020年９月

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

※持続化補助金申請の相談は、事前にご予約をお願いします。

9:00、10:00、11:00 13:00、14:00、15:00

午 前
午 後

午 前 午 後

午 前

午 後

午 後

午 後

午 後

午 前

午 後

午 前

午 前
午 後

午 後

午 後

午 前

午 後

午 後

午 後
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近江八幡資料館２階会議室において、第２回役員会を
おこなった。女性会発足30周年記念式典の開催につい
て話し合い、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
中止を決定した。役員会終了後、２会場にわかれ、ソー
シャルディスタンスを保ちながら、近況を報告しつつ、
今後の女性会活動について意見を交換した。

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。

役員会開催8月6日㈭

新入会員さんのご紹介

所在地
近江八幡市堀上町130－1
近江八幡カンキビル203
電話番号
0748-33-7788

東京生まれの東京育ちで、２年前の春に滋賀県に引っ越して
きました。美容皮膚科の勤務経験と更年期で急激に太ってし
まった体験をもとに、この２月にエンビロンエステと耳ツボ
ダイエットのサロンをオープンしました。店名「みどり」は
翡翠（ジェイド）が由来です。「一人一人の女性はそれぞれ
が美しく輝く宝石」をテーマに、寄り添いながら丁寧なカウ
ンセリングを心がけてまいります。近江八幡中の女性の美と
健康のために寄与したいと思っております。

ビューティーサロンみどり 神田早苗

所在地
近江八幡市長福寺48－３
電話番号
0748-37-6774

社会保険、労働保険事務　年金相談、就業規則作成等労務管
理をしています。
よろしくお願いします。前に女性会で鶴の巾着袋を作りプレ
ゼントされた企画がありお手伝いさせていただきました。手
芸、小物作りが好きなので企画があれば参加協力させていた
だきたいです。

藤井社会保険労務士事務所 山田緑

所在地
近江八幡市船木町59－３
電話番号
0748-34-7123

社会福祉法人 一善会は、近江八幡市船木町、安土町の２か
所で特別養護老人ホームを軸に地域の社会福祉に貢献してい
る社会福祉法人です。
近江八幡は自然豊かであり、とても素晴らしい土地だと思い
ます。コロナ禍の中、普段の暮らし、またそれをはぐくむ地
域の日常に感謝を感じております。地域がよりよくなるよう
にと願っております。

社会福祉法人 一善会 中川昌子

株式会社井上商事 井上ます代
「ガラス工房ぎやまん」は1997年(H ９年)よりガラスの体験教
室及びガラス細工、ビー玉、グラスサンド、アクセサリーな
どの販売を行っております。
2006年12月まで「あきんどの里」にて10年間、その後武佐
町の実店舗で、すりガラスの模様をつけるサンドブラスト体
験、フォトフレーム、ガラスのアクセサリー作り、とんぼ玉
とガラスを使った体験教室を行っており、今年は３密を避け
ながら皆さまに楽しんで頂いております。よろしくお願いし
ます。

所在地
近江八幡市武佐町456－１
電話番号
0748-37-5206
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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

㈱OKD GROUP 岡田 大輔 TEL.(0748)26-1416　info@okdgroup.net 不動産賃貸業

西岡社労士事務所 西岡 信行 東近江市小脇町551番地４　TEL.(0748)22-6035
nishioka-sharoushi@e-omi.ne.jp

社会保険労務士業

㈱ウェアハウス・ジャパン　 森山 彰彦 近江八幡市堀上町217- １　TEL.(0748)33-1222
warehouse@office.eonet.ne.jp 

足場施行・解体、リフォーム、エクステ
リア、内装、足場資材販売

村川建築工匠　 村川 智史 近江八幡市堀上町41-41　TEL.(0748)28-7871 リフォーム、新築、解体など一式工事承り
ます！

Da Oggi Hair Design　
　

志村 亜矢 近江八幡市池田本町744　TEL.(050)1419-4115 美容室

　ある町工場の経営者は事業承継を考えることとな
り、35歳の息子に事業を継ぐかどうかを確認しまし
た。息子は「継がない」と答えました。経営者は熟慮
の結果、従業員から後継者を募り、1名自ら申し出た
者が出てきました。経営者は顧問の公認会計士の支援
を受けて事業承継計画を策定し、計画に基づいて、事
業承継にむけて準備を進めました。６年後のとある日、
息子が父親である経営者に「親父の会社を継がせてほ
しい」と申し出てきました。事業承継計画策定後６年
経過し、従業員や取引先、金融機関へも従業員が後継
者であることを既に周知していました。両親の気持ち
は息子に継がせたいとの思いもあり、顧問の公認会計
士に相談しました。しかし、公認会計士の答えは「NO」。
あらゆる利害関係者への信頼を失墜させることになる
だけでなく、６年間の準備をリセットすることは会社
に損害を与えることになる理由からの回答でした。

　結局、経営者は紆余曲折の上、これまで通り、従業
員を後継者として事業承継を進めることとなりまし
た。その後、とある日、後継者候補である従業員から
経営者に相談がありました。
「妻が社長になるなら、離婚するというんです」

　よくよく聞くと、社長になる時に会社の金融機関か
らの借入に対する保証人（経営者保証）に判を押すこ
とを妻が断固猛反対したとのことでした。そこで、経
営者は従業員の妻にこれまでの経緯、今後の事業の在
り方等をしっかり説明し、説得に成功しました。

　この事例、２つのポイントがあります。1つは親子
間の話し合い。事業を引き継ぐという意味は、「今」

だけではありません。「将来」も見据えた人生設計の
中での引き継ぐなのです。35歳で継ぐ意思はなくて
も、40歳を超えて勤務先での処遇から、人生を見直
すこともあり得ます。親族承継ではライフプランまで
含めて、真剣に話し合うことが大事です。その意思決
定は人生の覚悟を伴うということを意味します。

　２つ目は従業員承継。話し合いの対象は従業員本人
だけではないということです。従業員の家族も含めて
きっちり話し合うことが大事です。特に経営者保証の
問題は家族にとっては最大の不安材料であるはずで
す。現在、国の施策として経営者保証解除の支援も行っ
ています。滋賀県事業承継ネットワークではその相談
も対応しています。

　経営者保証は借入返済が困難になったときのみ生じ
る問題です。事業が良好であれば保証のリスクは生じ
ません。事業を悪くさせようとする経営者はないと思
います。そういう意味では、経営者になる覚悟とは、
事業を安定成長させることで、顧客、従業員、社会等、
利害関係者と良好な関係を築く覚悟にほかなりませ
ん。つまり、保証のリスクにさらされないはずなので
す。そのためにも事業承継の準備段階である「プレ承
継」である「見える化」と「磨き上げ」のプロセスをしっ
かり行っておくことが重要なポイントになります。そ
のプロセスは商工会議所でも支援を行っています。一
度、事業引継ぎ支援センターに相談に来ていただけれ
ば、ご案内いたします。
（TEＬ	077-5１１-１503	滋賀県事業引継ぎ支援センター）

第３回　「経営者になる覚悟と経営者保証」

（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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商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）

調査対象数：全国335商工会議所の会員2,718企業（有効回答数 2,117企業[回答率 77.9％ ]）
調査期間：2020年7月14日～ 20日

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　１2，240円
　　　　　　（グリーンフィ、キャディフィ、昼食代、税込オールセット料金）
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8：22～
３コース同時スタート

11/17火

2020年７月調査結果
業種別の動向

新型コロナウイルスの影響により中断していた公共工事の発注再開に加え、集中豪雨の復旧工事などで
動きがみられるものの、消費者のマインド低迷が続く中、低調な新築・リフォームなどの住宅関連が下
押しし、ほぼ横ばい。

堅調な内食需要に加え、飲食業向けも持ち直しつつある食料品製造業が下支えし、改善。また、一部の
自動車関連では、工場が再開しつつある中、新型車投入効果、中国向け輸出の持ち直しによる生産増を
指摘する声も聞かれた。ただし、依然として取引先の過剰在庫により受注が低迷している企業も多く、
回復に向けた動きはまだら模様となっている。

新型コロナウイルスの影響により宿泊業向けの需要が低迷しているものの、小売業向けの引き合いが堅
調な食料・飲料品や農畜水産品などが下支えし、改善。ただし、長雨による日照不足から、加工食品を
扱う業種などからは、野菜価格が高騰し、収益を圧迫しているとの声も多く聞かれた。

引き続き堅調な内食需要に下支えされた食料品のほか、在宅時間の増加や特別定額給付金の効果を背景
に、家具・家電をはじめとする住まい関連、趣味・娯楽品などの売上も伸び、改善。一方、感染拡大防
止のため、夏のセールの見直しや広告の自粛など、販促活動の制約を指摘する声も聞かれた。

東京をはじめ新型コロナウイルスの感染が拡大しつつある中、消費者の間で遠出を敬遠する動きや予約
キャンセルなどが生じており、依然として弱い動きが続くものの、個人客を中心に客足が戻りつつある
飲食業が下支えしたほか、一部の自治体における県内旅行喚起策の効果により、売上が伸びた宿泊業な
ども全体を押し上げ、改善。

前月と比べたDI値の動き
改善 ほぼ横ばい 悪化
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第169回通常議員総会

　６月25日㈭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169回通常議員総会を開催。
　立岡専務理事開会宣言、尾賀会頭挨拶の後、定款に基づき尾賀
会頭が議長となり、議案審議に入った。
　議案審議事項 ①監事及び議員の職務を行う者の変更承認につい
て ②令和２年度事業計画について ③令和２年度一般会計並びに各
特別会計収支予算について ④2019年度事業報告について ⑤2019
年度一般会計並びに各特別会計収支決算について、慎重に審議さ
れ、何れも原案どおり可決承認された。
　⑥専務理事の選任については、立岡専務理事６月30日付け退任
にともない、新専務理事に、７月１日付け、堤 昭憲 氏が選任された。

令和２年度事業計画・収支予算、2019年度事業報告・
収支決算承認される　新専務理事に 堤 昭憲 氏

会　計　別 収　入 支　出 差引収支残高

一 般 会 計 72,954,901 62,814,103 10,140,798

中 小 企 業 相 談 所 特 別 会 計 51,801,740 51,801,740 0

共 済 事 業 等 特 別 会 計 22,276,047 22,276,047 0

職員退職給与積立金特別会計 25,740,314 4,050,804 21,689,510

労働保険事務組合（特別会計） 34,010,849 34,010,849 0

労働保険事務組合（一般会計） 3,615,754 3,615,754 0

シ ー ズ バ ン ク 会 計 3,401,728 3,078,800 322,928

合　　　計 213,801,333 181,648,097 32,153,236

２０１９年度
収 支 決 算 総 括 表

（平成31年４月１日～令和２年３月31日） （単位：円）

建設工業会青年部会清掃活動

　近江八幡建設工業会青年部
会は平成30年７月より、毎月
１回市内の清掃活動を実施し
ている。25回目となる今月は、
サンロード筋（ＪＲ近江八幡
駅～中小森町）を清掃。歩道に落ちているタバコの吸い殻
や空き缶、空き瓶などを拾い集めた。活動は小さなもので
はあるが、地域貢献の一環として今後も継続して実施して
いきたい。

７月17日㈮

清掃活動を実施

６月25日㈭

　８月初旬〆切の小規模事業
者持続化補助金を見据えた「誰
でも作れる事業計画セミナー」
を開催。持続化補助金の事業
計画の書き方を、中小企業診
断士の南山氏にご講演いただいた。補助金の概要から審査
のポイントまで丁寧に説明、また実際に採択された計画書
も使いながら、参加者にわかりやすい、イメージしやすい
内容だった。

持続化補助金について詳しく解説
「事業計画セミナー」

誰でも作れる事業計画セミナー ７月17日㈮

宿料飲会役員改選 ８月４日㈫

令和2年度宿料飲会　定時総会開催
　８月４日㈫坪清にて、定時総会および防犯協議会定時総会を開催した。
３議案について審議し、全議案が賛成多数により承認された。
　また、役員改選に伴い、新会長に森島商事㈱近江牛 毛利志満の森
嶋篤雄氏、新副会長に㈶休暇村 近江八幡 酒井 久芳氏が就任された。
　近江八幡警察署 松本氏より、「最近の犯罪発生状況について」の
講演をいただいた。
　また、研修会として（一社）
近江八幡観光物産協会　田
中事務局長より「近江八幡
市のDMO事業について」
フィリップモリス　ジャパ
ン合同会社 門谷氏より「健
康増進法改正による飲食店
での喫煙対策について」を
おこなった。

役員名 氏 名 店 名
会　長 森嶋　篤雄 森島商事㈱ 近江牛 毛利志満

副会長 川西　豪志 ㈱木馬 ひさご寿し

酒井　久芳 ㈶休暇村 近江八幡

理　事 坪田　好平 ㈱坪清

川村　　博 グリーンホテル Yes近江八幡

坪田　源蔵 三国屋

堀川　貞雄 魚友楼

髙木　茂子 ㈲ほのぼの館

監　事 上田　義信 さぶ庄

鶴房　浩介 御食事処 みつわ

近江八幡宿料飲会役員名
（R2.４/１～ R ５.３/31）（敬称略）

役員名 氏 名 事業所名
会　長 野瀬 宇一郎 ㈱八興

副会長 尾賀 康裕 ㈱尾賀亀

渡辺 政幸 ㈲森三商会

理　事 飯塚 信之 ㈱カワムラ

平尾 貞幸 ㈲平尾硝子店

佐野 和夫 ㈱びわこフード

佐野 隆三 ㈲佐野フーズ

監　事 上阪 廣子 ㈱ウエサカ通商

川端 咲子 ㈱ダイゴ

近江八幡卸商連盟 役員
（令和２年４月１日～令和５年３月31日）（敬称略、順不同）

卸商連盟役員改選

近江八幡卸商連盟定時総会（書面開催）
　近江八幡卸商連盟は新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、令和２年度定時総会は書面で開催した。審議の結果、全５
議案が賛成多数により承認された。また役員改選に伴い、新会
長に㈱八興　野瀬宇一郎氏が就任された。
　今後の事業は新型コロナウイルスの状況をみながら判断して
いく。
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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.146

心の居場所
かふぇ　れおにーせ

得 ト ク ク ー ポ ン
会報を見たとおっしゃった方に割引

ワンドリンク200円割引します。お一人様１回限り

2020年９月１日～2020年10月末日　近江八幡商工会議所　９月号

事業所概要
【所在地】 近江八幡市新町３-９
【電話番号】 0748-36-3495
【FAX】 0748-36-3496
【営業時間】10：00 ～ 16：00
【定休日】不定休
【メールアドレス】foulesourire670303@gmail.com

　スペイン領カナリア諸島
などで好んで飲まれている
コーヒー「レチェ・イ・レ
チェ」が飲めるお店です。
また、「みいちゃんのスイー
ツ」が食べられる県内唯一
のお店です！

からあげやカリッジュのからあげを使用した からあげ
セット（税込1,000円）は当店一番の人気メニューです。

博多とんこつラーメンとからあげ専門店

麺屋うまか 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
替玉１つ無料（お一人様１回限り）

2020年９月１日～2020年10月末日　近江八幡商工会議所　９月号

事業所概要
【所在地】 近江八幡市鷹飼町456-10
【電話番号】 うまか：0748-32-0007　カリッジュ：0748-41-0492
【FAX】 0748-32-0007
【営業時間】11:00 ～ 14:30   17:00 ～ 24:00（LO 23:30）
【定休日】火曜日

　当店の看板メニューの
うまかラーメンは、博多
とんこつ味のシンプルな
ラーメンで、クセがなく
女性にも食べやすい味と
なっております。

・レチェ・イ・レチェ　アイス　500円
・みいちゃんの日替わりスイーツ　500円
・かき氷（コーヒー、イチゴ、マンゴー、ブルーハワイ）　500円
・日替わりホットサンド　500円
・レチェ焼き　400円

カリッジュ 近江八幡店

（価格はすべて税込表示）

近江八幡駅

麺屋 うまか
カリッジュ
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鷹飼町西

フレンド
マート

ココス

アクト近江八幡

京都銀行 ティファニー
滋賀銀行

イオン
近江八幡店
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かふぇ れおにーせ

和た与 近江兄弟社

関西みらい銀行

滋賀銀行

旧伴家
住宅

近江八幡市立
資料館玉木

小幡
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