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2022事業・セミナー

情報発信中！

公式facebook

第７回びわ湖トライアスロン in 近江八幡
6月5日(日)開催予定！

近江八幡会報70号.indd   1近江八幡会報70号.indd   1 2022/04/20   13:192022/04/20   13:19



女性会HPリニューアルオープン！ 青経会HPリニューアルオープン！

この度、映像のまち近江八幡ロケーションエ
リアマップを作成しました 。活動レポート
や会員名簿、入会方法も掲載しています。

青経会が今まで取り組んできた事業の紹介や
活動レポート、会員名簿や入会方法も掲載し
ています。

step1step1 step2step2 step3step3

Fashionシバタ
柴田安彦さん

鶏笑 近江八幡店
山口和宏さん

当所公式ホームページの右上に
ある「 会員企業情報 」をクリッ
ク！

ページの一番下にある「企業情
報の掲載申込および掲載情報
の変更についてはこちら」をク
リック！

どちらかをクリックして、メー
ルアドレスなどを入力すれば申
請完了！メールが届いたら、あ
とは編集するだけ♪

意外と簡単
でした♪

スマホでも
快適に見られる！

HPはこちらHPはこちら

この二次元コードから
アクセスできます♪

掲 載 例

掲載手順

近江八幡商工会議所のホームページに、情報が掲載できます！近江八幡商工会議所のホームページに、情報が掲載できます！

「会員企業情報」ページに、お店の情報を掲載することができます。
当所の会員さま限定かつ無料です！ぜひご利用ください。
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商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）
2022年３月調査結果

　ウクライナ情勢の影響を受けて、昨年から続いている資源
価格や原材料価格高騰が加速し、さらなるコスト増加を懸念
する声が高まってきています。新型コロナの影響で厳しい経
営環境が続く中、コスト増が中小企業経営の足かせとなって
います。

９割強の企業がウクライナ情勢による影響を懸念

　東商の検定試験は2022年度、PBT（紙による試験）からIBT（インターネッ
ト経由での試験）・CBT（テストセンターのパソコンで行う試験）に完全移
行します。併せて、一部試験の実施要項なども変更。リニューアルでさら
に受験しやすくなる東商検定を、貴社の人材育成にお役立てください。

2 0 2 2 年 度  東 商 検 定 試 験 ス ケ ジ ュ ー ル
━ より利便性の高い検定試験にリニューアル ━

                                私私たたちちはは時時代代ののエエネネルルギギ－－をを担担うう商商社社でですす  

 
 
 
  
                                                

〒〒５５２２３３－－００８８９９２２  

                                  滋賀県近江八幡市出町２９３番地 

                                 Tel （０７４８）３３－３１０１ 

検定試験名 実施級・クラス
第１シーズン 第２シーズン

団体登録期間 申込期間 試験期間 団体登録期間 申込期間 試験期間

カラーコーディネーター
検定試験

スタンダード
アドバンス

４/25（月）～
５/13（金）

５/25（水）～
６/ ３（金）

７/ １（金）～
７/19（火）

8/22（月）～
9/ ２（金）

9/13（火）～
9/22（木）

10/21（金）～
11/ ７（月）

ビジネスマネジャー
検定試験 ━

ビジネス実務法務
検定試験

２級・３級

１級※CBTのみ ━ ━ ━ 10/17（月）～
10/28（金）

11/ １（火）～
11/10（木） 12/ ４（日）

ＢＡＴＩＣ（国際会計検定）※ ━

５/23（月）～
６/ ３（金）

６/15（水）～
６/24（金）

７/22（金）～
８/ ８（月）

９/12（月）～
９/22（木）

10/ ５（水）～
10/14（金）

11/11（金）～
11/28（月）環境社会検定試験（eco検定） ━

福祉住環境
コーディネーター
検定試験

２級・３級

１級※CBTのみ ━ ━ ━ 10/17（月）～
10/28（金）

11/ １（火）～
11/10（木） 12/ ４（日）

※BATICは、2022年度の実施をもって終了となります。詳細はウェブサイトをご覧ください。

Tel 03-3989-0777（土日・休祝日・年末年始を除く 10:00 ～ 18:00）
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５月３日(火)

10日(火)

４日(水)

11日(水)

５日(木)

19日(木)

24日(金)

６月５日(日)

６日(月)

８日(水)

14日(火)

16日(木)

26日(日)

26日(木)

24日(火) はちまん青年経営者会 通常総会・５月例会

19日(日) 創業希望者向けセミナー

５月～６月

知的財産権(発明)相談会

憲法記念日

運転者の運転前後の
アルコールチェックが
「義務化」されました

▶令和４年４月1日施行
・	運転前後の運転者の状態を目視等で確認すること
により、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
・	酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保
存すること。
▶令和４年10月1日施行
・	運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検
知器を用いて行うこと。
・	アルコール検知器を常時有効に保持すること。
安全運転管理者の制度に関するご不明点は、警察署
へお問い合わせください。

事業承継支援相談会

第173回 通常議員総会

第222回 珠算検定

事業所名 連絡先 ひとことコメント

株式会社サンライン
近江八幡市上田町740-3
TEL.0748-37-6600
sunline6600@gmail.com

健康食品販売および火災保険事業に10年以上取り組んでいる地域の企業で
す。様々な事業を行っていますので、気になる方はいつでもご連絡くださ
い！

メナードフェイシャルサロン
近江八幡長光寺

近江八幡市長光寺町105
TEL. 0748-37-0358
se-chan.cha.cha@i.softbank.jp

当サロンは長光寺町中山道沿い、歴史のあるとても静かな環境にあります。
現在は主婦の方やお勤め帰りの方などいらしています。初めてのお店はド
キドキするかもしれませんが、ぜひお気軽にお越しください！

株式会社クリフサイド

近江八幡市北元町33
TEL. 0748-33-6439 （FAX共通）
https://cliffside.jp
cliff@orion.ocn.ne.jp

アウトドア用品＆アパレルを取り扱っています。オンラインでご購入いた
だけるほか、サーフィンスクール・チビッ子サーフスクールなども随時受
付中です！いつでもお問合せください♪

（掲載を希望された事業所さまのみのご紹介です。敬称略）

第7回 びわ湖トライアスロンin近江八幡

みどりの日

こどもの日

日本政策金融公庫融資相談会

創業個別相談会

日本政策金融公庫融資相談会

13日(月) 常議員会

12日(日) 第161回 簿記検定

事業承継支援相談会

知的財産権(発明)相談会

第225回 暗算検定
第132回 段位検定

　近江八幡商⼯会議所では、
毎年会員証を発行しています。
店頭や⽞関等に掲⽰をしてい
ただければ幸いです。

令和４年度会員証を作成しました

令和4年4月より	安全運転管理者による

⼯業クラブ定時総会

こんな感じでご利用ください！
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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－

1/12水
 2/9水 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

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。(当面オンライン相談)
①10：30～11：15　②11：15～12：00
③13：00～13：45　④13：45～14：30
⑤14：30～15：15　⑥15：15～16：00

 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

5/11水
6/ 8水
7/13水

5/19木
6/16木
7/21木

5/10火
6/14火
7/12火

開催日 会場
5月9日(月) 安土町商工会
6月6日(月) 近江八幡商工会議所
7月4日(月) 安土町商工会
8月1日(月) 近江八幡商工会議所
9月5日(月) 安土町商工会
10月3日(月) 近江八幡商工会議所

開催日 会場
11月7日(月) 安土町商工会
12月5日(月) 近江八幡商工会議所
1月10日(火) 安土町商工会
2月6日(月) 近江八幡商工会議所
3月6日(月) 安土町商工会

令和４年度の会費について
　令和４年度の当所会費につきまして下記日程で、ご指
定の金融機関より振替させていただきます。

会費振替日

会議所からのお知らせです

５月12日（木）
※�納付書払いの事業所様は、緑色の会費納付書を用いて
ご納付ください。振込手数料はご負担でお願いします。
※�領収書は発行いたしておりませんので、必要な場合は
お申し付けください。
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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。

　滋賀県女性会連合会 講習会をクサツエストピアホテ
ルで開催。当会からの出
席者は３名。「草津市の
まちづくりにかけた想
い」をテーマに草津まち
づくり(株)取締役 伊勢
村恭司 氏が講演された。

滋賀県商工会議所女性会連合会　講習会開催滋賀県商工会議所女性会連合会　講習会開催
令和４年２月21日(月)

　近江八幡商⼯会議所大ホールにて開催。出席者は11
名。議題は、①役員改選について②規約変更について。
役員改選については新体制について候補者を確認した。
総会は４月20日（水）、懇親会はなしで開催することが
決定。総会資料については次回役員会にて確認いただ
く予定。

第６回役員会を開催第６回役員会を開催
令和４年３月18日(金)

第５回役員会を開催第５回役員会を開催
令和４年３月４日(金)

　近江八幡商⼯会議所大ホールにて開催。出席者は８
名。議題は、①委員会について②役員改選について。
委員会の内容について協議した結果、第1委員会は地域
まちづくり委員会に、第２委員会は資質向上委員会と
して活動する。現会長の任期満了に伴う役員改選につ
いて協議した。

　滋賀県商⼯会議所女性会連合会の事業として毎年３
月に実施。今年で９回目を迎えた。清掃場所は、当所
から近江八幡駅まで（往復）。表通りよりも飲食店の並
ぶ裏通りに空き缶やタバコの吸殻など多くのゴミが
あった。本活動を通じて街を綺麗にするとともに、会
員の美化意識向上も図ることができた。

滋賀県商工会議所女性会連合会　県内一斉清掃滋賀県商工会議所女性会連合会　県内一斉清掃
令和４年３月１日(火)

　関西商⼯会議所女性会連合会理事会及び会長会議が
ZOOMを使ってのオンラインで開催。会長が出席した。
コロナ禍での活動状況など、各会近況を報告しあった。

関西商工会議所女性会連合会 理事会・会長会議 開催関西商工会議所女性会連合会 理事会・会長会議 開催
令和４年３月22日(火)
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編集：青経会	広報PT

　設立10周年を記念し、当所ロビーのショーウィ
ンドウに、はちまん青年経営者会の10年間（平成
23年～令和３年）の活動を展示しています。後編は、
平成28年度から令和３年度までをご紹介します。
　詳しくは、展示で。お近くへお越しの際はぜひお
立ち寄りください。

青経会フェイスブック
インスタグラム始動！

はちまん青年経営者会はちまん青年経営者会

青経会10年の歩み青経会10年の歩み

　はちまん青年経営者会2月例会を2月22日(火)外
部交流PTが担当し、オンライン形式で開催した。
　6月5日(日)に控えるトライアスロン大会へ向け、
大会への意識を高めることを目的に、大会実行委員
会より、小畑氏、重久氏から、トライアスロン大会
の特徴などを説明いただいた。そのあと、大会の立
ち上げに関わったOBメンバーの(株)和た与	小川	与
志和氏、ツジソト(株)	辻	雄一氏、アインズ(株)	山
岡	郷太氏、カットハウス	モアプラス	奥村	智氏か
ら、当時の活動や想いを語っていただき、現役メン
バーの大会への意識向上を図った。

【主な活動】
平成28年度　第５代 代表世話人　山岡 郷太 氏
熊本地震ボランティア、第２回びわ湖トライアスロ
ンin近江八幡、視察研修（大阪）、東北復興事業（気
仙沼商品の共同購入、三陸気仙沼求評見本市出展）
平成29年度　第６代 代表世話人　幸明 哲也 氏
第３回びわ湖トライアスロンin近江八幡、夏祭りイベ
ント、上越商工会議所交流会（八幡）
平成30年度　第７代 代表世話人　田中 誠 氏
上越商工会議所交流会（上越）、第4回びわ湖トラ
イアスロンin近江八幡、地域青年部交流会、はちコ
ン2018

平成31年度　第８代 代表世話人　中井 健浩 氏
上越商工会議所交流会（八幡、上越）、第5回　びわ湖
トライアスロンin近江八幡、はちまんフェスタ2019
令和２年度　第９代 代表世話人　堀 勝之 氏
トライアスロン大会会場（宮ヶ浜）清掃、活動理念制定、
PR＋
令和３年度　第10代 代表世話人　徳山 貴彦 氏
PR+、地引あみ体験イベント、周年記念事業（イルミ
ネーション、家族会）

後編

報告 ２月例会「トライアスロン大会に向けて」を開催２月例会「トライアスロン大会に向けて」を開催

新規会員募集中！
TEL:0748-33-4141

第5回びわ湖トライアスロン大会

平成29年度	夏まつりイベント
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滋賀働き方改革推進支援センター
〒 大津市打出浜 番 号 コラボしが 階（滋賀経済産業協会内）
開開設設時時間間：：99：0000～1177：0000（土日祝・行政機関の休日除く）

厚生労働省委託事業

「働き方改革」にに取取りり組組むむ事事業業主主のの皆皆様様ををごご支支援援ししまますす 相談支援
無料

令和３年度 令和４年度
コース 成果目標 助成上限額（※） 成果目標 助成上限額（※）

労働時間
短縮・年
休促進支
援コース

以下のいずれかの取組を
１つ以上実施

①月 時間超の 協定
の見直し
②特別休暇の整備
③時間単位の年休の整備

成果目標の達成状況に
基づき、
①～③の助成上限額を
算出

合計は 万円
①月 時間超の協定の
場合に
月 時間以下に

設定： 万円
※月 時間超 時間以下の設

定に留まった
場合： 万円

月 時間超 時間以
下の協定の
場合に、月 時間以

下に設定：
万円

② 万円
③ 万円

以下のいずれかの取組を
１つ以上実施

①月 時間超の 協定
の見直し
②年休の計画的付与制
度の導入

③時間単位の年休の整備
④特別休暇の整備

成果目標の達成状況に基
づき、①～④の助成上限
額を算出

合計は 万円
①月 時間超の協定の場
合に月 時間以下に
設定： 万円
※月 時間超 時間以下の設定に留
まった場合： 万円
月 時間超 時間以下

の協定の場合に、月 時
間以下に設定： 万円

② 万円
③ 万円④ 万円

勤務間イ
ンターバ
ル導入
コース

助成対象の取組を行い、
新規に９時間以上の勤務
間インターバル制度を導
入すること

インターバル時間数に
応じて
・９～ 時間 万円
・ 時間以上 万円

助成対象の取組を行い、
新規に９時間以上の勤務
間インターバル制度を導
入すること

インターバル時間数に応
じて
・９～ 時間： 万円
・ 時間以上： 万円

労働時間
適正管理
推進コー
ス

以下①から③の全ての取
組を実施
①勤怠・賃金計算等をリ
ンクさせた時間管理シス
テムを採用
②労務管理書類の５年間
保存について就業規則等
に規定
③労働時間適正把握に係
る研修

万円 以下①から③の全ての取
組を実施
①勤怠・賃金計算等をリ
ンクさせた時間管理シス
テムを採用
②労務管理書類の５年間
保存について就業規則等
に規定
③労働時間適正把握に係
る研修

万円

令和４年度の働き方改革推進支援助成金
（団体推進コースを除く）についてお知らせします。

● 「労働時間短縮・年休促進支援コース」について、令和５年４月に中小企業への月 時間超の時間外労働
の割増率が引き上げられることを踏まえ、「月 時間超の 協定の見直し」については、助成上限額を上乗せ。
● 令和３年７月「過労死等の防止のための対策に関する大綱」において、「年次有給休暇の取得率を ％以
上（令和７年まで）」とされたことを踏まえ、より効果的な年休取得促進を図るため、新たな成果目標（年休
の計画的付与制度の導入）を追加。

年度過労死大綱で「年
休取得率 ％（ ま
で）」と延長されたこと
を踏まえ、より取組を促
進すべく追加

Ｒ５中小企業の月 時間超
の割増率５割適用対応として
上限額をそれぞれ＋ 万増
額 拡充

統合ＩＴシステム（勤怠・賃
金計算リンクさせたシステ
ム）を導入するための十分な
助成額とするため、 万円
→ 万円へ増額

拡充

※賃金加算として、賃金を３％以上引き上げた場合、その労働者数に応じて、助成金の上限額を更に 万円～最大 万円加算
（５％以上の場合は、 万円～最大 万円加算）とする。
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第10回
島尋常高等小学校の郷土教育

　前回までは、戦前期の学校建物の紹介をしてき

ましたが、今回は戦前期に全国から注目された学

校教育について紹介します。

　昭和の改元後に、日本は昭和恐
きょうこう

慌や金融恐慌が

農村経済を直撃して経済不況に陥りました。その

ような時、蒲生郡島村では村民が一致協力して島

尋常高等小学校（以下、島小学校）の新校舎を建築

しました。同校校長の神田次郎氏は村民に感謝し

て村に役立つ人間をつくる教育として、郷土教育

を行うことを決意しました。教員と子どもが一体

となって郷土調査を行い、郷土の自然や歴史・地

理や社会をよく知り、郷土社会を改善していく

教育を行おうと考えたのです。昭和３年（1928）

から郷土調査・研究を２年間行い、昭和５年に郷

土を学ぶための『島村郷土読本』を作成して、郷土

室をつくって郷土資料を整備していきました。ち

なみに、八幡尋常高等小学校で昭和11年に発行

された『郷土読本近江八幡』では、郷土の伝統的な

「大
おおたいまつ

松明」や「左
さぎちょうまつり

義長祭」、「祇
ぎ お ん え

園会」などの民俗的行

事や祭を取り上げるとともに、「豊
とよとみひでつぐ

臣秀次と八幡」

「近江商人」「近江兄弟社」など郷土史や郷土経済に

かかわる教材が盛り込まれています。

　さて、この島小学校の郷土読本づくりと郷土教

育の進め方は、県下の小学校にも大きな影響を与

えました。県内では、昭和７年から18年までに

篠
しのはら

原（野
や す

洲市）・小
お だ に

谷（長
ながはま

浜市）･葉
は や ま

山（栗
りっとう

東市）･

八
ようかいち

日市（東近江市）･八幡･長浜･北
き た ひ つ さ

比都佐（蒲
が も う

生郡

日
ひ の

野町）の各小学校で編
へんさん

纂され、郡市教育会では

犬
いぬかみ

上郡・野洲郡･彦
ひこ ね

根市などで郷土読本が編纂され

ました。滋賀県教育会も昭和９年に『滋賀県郷土読

本』を発行しています。

　なお、島小学校が全国的に有名になったのは、

郷土教育連盟（戦前の数少ない民間教育研究団体）

の第１回郷土教育協議会で発表し、機関誌で報告

したことによります。また、昭和５年から19年ま

での15年間に、現在確認されているだけで49冊も

の教育に関する図書を、島小学校名や同校教員の

個人名で、東京や大阪の出版社から出版したのも

理由のひとつです。そのうち、郷土教育の実践関

係は初期の９冊です。このことで、全国的にその

名がとどろき、全国から参観者が押し寄せ、１学

年１学級しかない農村地域の小さい小学校の教育

実践を学ぼうとしました。

近江八幡市総合政策部文化振興課　烏野 茂治

島尋常高等小学校が刊行した教育専門図書

建築中の島尋常高等小学校
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３月25日(金）

　第172回通常議員総会は、３月25日(金) 午後３時より、
当所２階大ホールにおいて、小西近江八幡市長、平井近江八
幡市議会議長、大川近江八幡市議会産業建設常任委員長、小
西近江八幡市産業経済部長、岡田近江八幡市商⼯労政課長の
来賓をお迎えし、書面による権利行使者を含む54名の出席
によって開催され、令和４年度事業計画・予算が承認されま
した。
　新年度事業の概目
　行政に対する提案・要望活動、活性化事業、商⼯業の育成、
行政や他団体との連携・調整の基本事業をふまえて、会議所
のテーマとして「１、少子高齢化が進むなかで、企業と地域
を元気にする会議所への転換」「２、会員確保と組織強化、収
入確保、経費削減など財政健全化による自主・自立化」「３、
地域資源を活用し、産官学民（金）連携によるまちづくり・次

世代の人材育成」を掲げ、新年度に特に強化する事業として、
会員企業との連携、職員のスキルアップ、交流と集い、労働
力確保・雇用の創出、地域活性化と地域貢献、「経営発達支
援計画」に基づく小規模事業者への伴走型支援、オンライン
商談会出展支援事業、小規模事業者持続化補助金集団及び個
別指導、インボイス制度導入に向けての会員への支援、DX
の推進等を重点事業として実施していきます。

フフォォーーククリリフフトト・・玉玉掛掛けけ、、小小型型移移動動式式ククレレーーンン・・高高所所作作業業車車

各各種種安安全全講講習習もも受受付付ししてておおりりまますす

PPhhoonnee：：00112200--7711--22113311

令和４年度事業計画・予算承認される　第172回通常議員総会開催

３月９日(水）

健康経営優良法人2022を認定取得しました
　近江八幡商⼯会議所は昨年から引き続き、2022年3月9日
に経済産業省が推進する「健康経営優良法人2022（中小規
模法人部門）」に認定されました。
　今後も職員の健康維持と増進、業務意欲の向上をはかり、
充実した会員サービスを提供できるよう目指してまいりま
す。また、健康経営や認定取得に興味がある方はご相談く
ださい。

健康経営とは？
従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に
実践することです。従業員と一緒に健康の維持や増進に
取り組むことで会社の活性化やイメージ、業績を向上さ
せていく取り組みです。

会　計　別 本年度予算額
一 般 会 計 ８５，０７６
中 小 企 業 相 談 所 特 別 会 計 ５１，８０８
共 済 事 業 等 特 別 会 計 ２３，０１９
職員退職給与積立金　特別会計 ２１，６９６

合　　　　計 １８１，５９９

令和４年度 予算総括表
（令和４年４月１日～令和５年３月31日） （単位：千円）

（10）	 №70　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 令和4年5月1日 令和4年5月1日　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 №70（11）

近江八幡会報70号.indd   10近江八幡会報70号.indd   10 2022/04/20   13:192022/04/20   13:19



３月25日(金）

会員企業の従業員の方々が表彰されました！

　近江八幡商⼯会議所では、会員企業で永年勤務・尽力さ
れた従業員の方を表彰する商⼯優良従業員表彰式を例年開
催しています。
　３月25日(金)午後１時30分より令和３年度の表彰式を開
催し、特別表彰（勤続30年以上）として14名、⼀般表彰（勤
続10年以上）として26名の方々が受賞されました。
　尾賀会頭から受賞者に表彰状が⼿渡され、小西近江八幡
市長、平井近江八幡市議会議長から激励のお⾔葉をいただ
きました。その後、表彰された方々を代表し、(株)カワムラ
の山口寛樹さまが感謝の意を述べられました。表彰式の最
後には、(有)カキウチさまによる記念撮影が行われました。

４月５日(火）・６日(水）

新入社員の方々が研修会に参加！
令和４年度　新規就職者激励大会・新入社員研修会

　ビジネスマナーの基礎を学ぶ研修会（講師：うぐ森 まる
美先生）を開催し、12社から24名の方が参加されました。
　研修会に先立って行われた激励大会では、当所 尾賀会頭、
近江八幡市 小西市長、東近江公共職業安定所 河野所長から
参加者にお祝いの⾔葉が贈られました。

うぐ森 まる美先生に
よる２日間の研修会♪

入室時には会釈！

確認テストも
ありました

名刺交換に
挑戦！

尾賀会頭
からの激励

株式会社秋村組
黒田 宏暁 さん

　大学を卒業後社会人として新たなスタートは胸が高ぶる中、新入社員研修会
に参加する事から始まりました。
　社会人としての心構えから始まり姿勢、敬語、ビジネスマナーなど基本的な
ことでかつ大事なことを学ぶ事ができる機会でした。
　その中でも最も基本の「挨拶」では笑顔で大きな声ではっきりと相⼿に伝える、
この挨拶に大事なことは知識として知っていたが実際に対面すると緊張して笑
顔でなかったり、声が小さかったりと基本の挨拶もできていないことに気付か
され、講習の中では実際に声に出しソーシャルディスタンスを保ちながら対面
で挨拶の練習をし、今回の研修で得たことを知識だけではなく行動に移そうと
思いました。
　新人研修会に参加する前と後では社会人としての心構えが大きく変わり初め
の第⼀歩が大きな⼀歩になったと感じています。
　このような素晴らしい機会をいただきありがとうございます。

参加者からのメッセージ
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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 会報をご持参の方に
スタンダードコース(イルネージュ使用)を初回限定2,200円

（メナードフェイシャルサロン近江八幡長光寺店）

近江八幡市長光寺町105

スタンダードコース(イルネージュ )…6,600円

　こんにちは。メナードフェイシャルサロン近江八幡長光寺店です。お
店は中山道の近くの静かな住宅街で営業しております。
　季節の変わり目の疲れた身体やお肌を癒しにぜひお越しください。エ
ステの他にお化粧品のお試しやメイクのアドバイスもいたします。コロ
ナ感染予防を徹底してお待ち申し上げます。

トヨタ

スバル

武佐宿

武佐郵便局

旧中
山道

●

●

●

●

メナードフェイシャルサロン
近江八幡長光寺

8

421

友定町東
友定町

武佐町

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

0748-37-0358
090-9547-2169

不定休

エステができるお化粧品屋さん

ボクシングスタジオHOPEE

2022年５月１日～６月末日まで有効

　地域に根差した和菓子作りをしている「和菓子司�近江
三方庵」。もち米はすべて滋賀羽二重糯を使用し、ねばり
ともち本来の風味を味わえる和菓子が揃っています。お
すすめは「極いちご大福」。特徴は、近江八幡市産の特大
サイズのイチゴ「紅ほっぺ」。高さ５cm、直径５cmの大
福は、とても食べ応えがあります。酸味と甘みのバラン
スがいいイチゴを選んでおり、甘さ控えめでコクのある
ミルクあんとの相性もばっちり。イチゴが採れる５月中旬
までの限定商品です。夏におすすめは、ブルーベリー大福。
野洲市の無農薬ブルーベリーをふんだんに使用していま
す。生地にはブルーベリージャムが練り込まれており、

中には白あんに包まれた生のブルーベリーが入っていま
す。ブルーベリーのみずみずしさと甘酸っぱさが引き立っ
ています。一つからでも購入できるため、気軽に立ち寄っ
てみてはいかがでしょうか。

住所：近江八幡市出町429-10
電話番号：0748-33-3006
定休日：金曜日
営業時間：9:30 ～ 17:30

中村町

出町

市役所口

2●

●

●

●

●

ガスト

和食麺処サガミ

スギ薬局
アルプラザ
近江八幡

ドミノピザ和菓子司 近江三方庵

第156号♪

メナードフェイシャルサロン近江八幡長光寺店

9：30～19：00

LINE

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。

極いちご大福：350円（税込）
ブルーベリー大福：160円（税込）

和菓子司　近江三方庵　～極いちご大福、ブルーベリー大福～
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