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今年度も福利厚生事業の一環として、会員向け定期健康診断を実施します。

健康診断のご案内

令和４年 10月25日(火)・26日(水)・27日(木)・28日(金)
会　　場：近江八幡商工会議所
申込方法：同封の「健康診断申込書」にご記入の上、受診料を添えて当所窓口までお持ちください。
申込締切：８月31日(水)
☆料金・検査項目等の詳細は、同封の「健康診断のご案内」をご確認ください。

 クラウドファンディング

第3弾近江八幡 あづまる
©️EINS

　市内のお店で使えるプレミアム付商品券を、クラウドファンディングにて購入する「近江八幡三
方よし商品券」プロジェクト。
　第１弾は1,000万円超、第２弾では1,500万円超の支援をいただき、市内の大きな経済効果をも
たらしたプロジェクトの第３弾を実施します！

★今回も1,500万円の目標金額で実施！
★20％プレミアム付だから市内でお得にお買い物ができる！

参加事業者募集中!!

【支 援 募 集 期 間】　7月9日～ 7月27日
【商品券利用期間】　8月13日～ 10月16日

デジタルスタンプラリー開催！

※参加店様にはスタンプラリー実施にご協力をいただきます。詳しくは参加店登録後、別途ご案内いたします。

※
イ
メ
ー
ジ

★参加店で商品券を利用して、アプリで「電子スタンプ」を集めます。
★参加店様はお客様に二次元コードを見せるだけでOK！
　手間はほとんどかかりません！
★スタンプを集めることで豪華賞品ゲットのチャンス！
　たくさんスタンプを集めるため、多くの参加店でお買物いただけます！

「買い回り」を促進！
支援者もお得に楽しめる
デジタルスタンプラリーを

同時開催します。

参加資格等の詳細情報やお申し込みは
公式ホームページをご覧いただくか、
近江八幡商工会議所までお問い合わせください。

※最新情報は近江八幡商工会議所HP、公式Facebookページ、会員限定メールマガジンにて随時公開していきます。
※�会員限定メールマガジンの配信をご希望のかたは、メールアドレス�「info@8cci.com」まで、事業所名・代表者名・
メールアドレス・電話番号を添えてお申し込みください。

はちまる

©EINS
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三方よし商品券プロジェクト三方よし商品券プロジェクト

またまたやります！

参加お申し込み・
詳細情報
はこちらから！
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７月１日(金)
選挙人名簿作成　５月１日現在で調製　（基準日は選挙期日の150日前現在）

第１回選挙委員会　選挙委員委嘱　（学識経験者４名・選挙長　専務理事）

７月７日(木) 選挙人名簿縦覧告示（縦覧の開始期日の３日前）

７月11日(月) 選挙人名簿縦覧（５日以内の期間を定める）（７月11日～ 15日迄）

７月21日(木) 選挙人名簿確定　―　部会員数の決定

８月８日(月) 常議員会開催　（議員選挙、選任の事務日程について）　午後２時30分～　於：商工会議所

８月17日(水)
～９月２日(金)

各部会開催　２号議員選任及び部会長副部会長選任の為の部会開催　（９月２日まで）
（１号議員の選挙期日告示の５日前）

９月７日(水) ２号議員就任承諾書提出期日（選任の日から５日以内）　２号議員の確定告示

９月８日(木) 第２回選挙委員会

９月９日(金)

１号議員選挙告示　（選挙期日の20日前）　（９月９日～９月14日迄）
立候補並びに推薦届出期間　（９月９日～９月20日迄）
　選挙の告示があった日から、選挙の期日の10日前迄　（午前８時30分～午後５時迄）
立候補並びに推薦辞退期間　（９月９日～９月22日迄）　選挙日の５日前迄

９月22日(木) 無投票当選人の告示・当選者確定・当選者宛通知　　選挙立会人の選任　―　選挙人名簿より若干人

９月30日(金) １号議員選挙期日　（議員任期満了の日前30日）
　投票・開票・当選人に通知・当選告示・議員就任承諾書の提出　（当選通知受理から５日以内）

10月４日(火) 議員協議会招集通知　選挙長　―　１号、２号議員宛

10月７日(金) 第３回選挙委員会

10月13日(木)

議員協議会開催　（１号議員選挙期日から15日以内）　午後１時30分～　於：商工会議所
　３号議員選任の為の選考委員会設置　10人以内
　選任通知の発送　（選考委員長名にて）
　就任承諾書の提出（選考委員長宛　―　選任の日から５日以内）

10月18日(火)

３号議員確定
　選考委員長　―　選挙長宛　　確定告示
　全議員確定報告（選挙長　―　会頭宛）
臨時議員総会招集通知
　会頭　―　１号、２号、３号議員宛

10月21日(金) 第４回選挙委員会

10月31日(月) 第23期近江八幡商工会議所議員の任期満了日

11月１日(火) 第174回　臨時議員総会　午後３時30分～　於：商工会議所
　会頭　副会頭　専務理事　常議員　監事　の選任

第24期　議員選挙事務日程表

（2）	 №71　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 令和4年７月1日 令和4年７月1日　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 №71（3）

近江八幡会報71号.indd   3近江八幡会報71号.indd   3 2022/06/23   12:452022/06/23   12:45



はちまん創業塾2022 第２回

休館日

10日(日)

12日(火)

13日(水)

18日(月)

21日(木)

24日(日)

31日(日)

８月１日(月)

７日(日)

10日(水)

９日(火)

11日(木)

15日(月)

16日(火)

18日(木)

21日(日)

28日(日)

７月５日(火)

６日(水)

22日(金)

23日(土)

24日(水)

22日(月)

25日(木)

８日(月)

29日(月)

30日(火)

５日(金)

７月～８月

はちまん創業塾2022 第１回

海の日

知的財産権(発明)相談会

はちまん創業塾2022 第５回

創業個別相談会

事業承継支援相談会

日本政策金融公庫融資相談会

知的財産権(発明)相談会

はちまん創業塾2022 第４回

事業承継支援相談会

日本政策金融公庫融資相談会

山の日

休館日

はちまん創業塾2022 第６回

誠に勝手ながら

８月15日(月)・16日(火)
は休館させていただきます

夏季休館のお知らせ

はちまん創業塾2022 第３回

宿料飲会総会

販売促進セミナー
補助金等相談窓口(PM)

補助金等相談窓口(PM)

はちまんフェスタ2022

補助金等相談窓口(PM)

常議員会

観光部会 / 運輸部会
補助金等相談窓口(AM)
卸商業部会

補助金等相談窓口(PM)

補助金等相談窓口(AM)

建設業部会
TEL 0748-33-5151

７月23日、８月４日 土用の丑
『受け継がれた　絶品の味』

　新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小・
小規模事業者の皆様を対象に、補助金等の相談窓口
を開設します。「やりたいことが補助金の対象になる
のか？」「申請書の作成方法は？」といったご相談に、
中小企業診断士や税理士が対応します。
　小規模事業者持続化補助金・事業再構築補助金の
申請や事業環境の変化に対応するための経営計画の
相談についてなど、お気軽にご相談ください。予約
制です。
　開催日は会議所カレンダーをご参照ください。

補助金等相談窓口 開設のお知らせ

　SNSの活用・ネット販売の導入・ECサイトの活用・
WEB活用・MEO対策・動画の活用・ホームページ
の新設や改修・補助金活用によるITツールの導入な
ど、身近な業務のデジタル化からDXまで。
　デジタル化に向けた課題解決を、IT活用・デジタ
ル化に詳しく、中小企業診断士でもある専門家がサ
ポートいたします。ぜひ、ご活用ください。

専門家によるIT活用、デジタル化
個別相談開始のお知らせ

相談料：無料	 相談時間：おひとり様1時間・各日3件

相談料：無料	 相談時間：2時間/回 （合計3回まで）予約制。
申込方法など詳しくは、同封のチラシをご覧ください。
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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

7/13水
8/10水
9/14水

7/21木
8/18木
9/15木

7/12火
8/　9火
9/13火

創業個別相談会
　「創業」したいが何から始めたらいいかわからない、
漠然と興味があるという方、お気軽にご相談ください。
第二創業・副業などのご相談にも対応します。

会議所からのお知らせです

開催日 会場 TEL
8月1日(月) 近江八幡商工会議所 0748-33-4141
9月5日(月) 安土町商工会 0748-46-2389

相談料：無料　　下記会場へご予約ください。
相談時間：9:00 ～ 20:00（おひとり様１時間程度）

貸会議室利用の予約方法・料金が変わりました！

貸会議室は当所ホームページよりご予約ください。

室名
(通常定員）

午前 午後 午前～午後 夜間 午前～夜間 午後～ 夜間

8:30 ～ 12:00 12:30 ～ 17:00 8:30 ～ 17:00 17:30 ～ 21:00 8:30 ～ 21:00 12:30 ～ 21:00

大ホール
（80名）

8,800円 11,000円 20,900円 12,100円 33,000円 23,100円

相談室
（6名）

5,500円 5,500円 11,000円 6,050円 17,050円 11,500円

■ 予約方法
❶ �当所ホームページの【予約状況確認】で空き状況を確認

❷【予約入力】で仮予約

❸ 仮予約確認後、担当者より確定メールを送ります。

・�各種会議、イベント、研修会など
　にご利用いただけます。
・当所会員は基本料金から１割引。
・当施設では物品販売はできません。

※�新型コロナウイルス感染症対策のため、貸会議室に人
数制限を設けておりますのでご注意ください。
大ホール：上限30名、２階相談室：上限３名、中ホール：貸出中止

貸会議室利用料金（2022年６月13日改定・税込）

ご予約はこちらから
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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。

　近江八幡商工会議所大ホールにて開催。出席者は10
名。議題は、①総会資料について②県女連 講習会につ
いて③入会希望者について。総会資料を確認し、指摘
のあった点を修正して、総会資料とすることとなった。

第１回役員会を開催第１回役員会を開催
令和４年４月12日(火)

小川会長
女性会らしく、楽しみながら自己研鑽
と地域貢献ができればと思っています。
よろしくお願いいたします。

　彦根市の料亭旅館 やす井にて開催。当会からは10
名出席。当連合会 岡澤会長が議長となり、各議案につ
いて審議。いずれも満場一致で承認された。総会終了後、

「彦根城の世界遺産登録について」をテーマに滋賀県職
員 鈴木達也氏が講演され
た。講演会終了後、懇談会
が開催された。なお、当日
受付にてウクライナ支援の
募金を行った。

滋賀県商工会議所女性会連合会　第１回理事会開催滋賀県商工会議所女性会連合会　第１回理事会開催
令和４年５月18日(水)

　ホテルボストンプラザ草津にて開催。各会の正副会
長が出席。会議では６月の当連合会総会に提出する資
料について協議した他、ウクライナ支援についても話
し合った。会議終了後、昼食懇親会が開催された。

　近江八幡商工会議所大ホールにて開催。出席者は参
加者18名と委任状出席５名の計23名。来賓としてご臨
席いただいた尾賀会頭にご祝辞を賜った。髙木会長が
議長となり各議案について審議。今年度は役員改選の
年であり、新役員が就任されて、全議案が満場一致で
承認された。総会終了後、当会会員である(有)あわ八
商店 田中 八重子さんに体験談をお話いただいた。女性
会メンバーより感謝の意を表して髙木前会長に花束が
贈呈された。
　今年度も昨年にひきつづき、新型コロナウイルス感
染拡大防止の観点から例年行っている懇親会は中止と
なった。しかしながら、今年度は感染対策を行いなが
ら活動を少しずつ再開していく方針。

令和４年度 近江八幡商工会議所女性会 定期総会開催令和４年度 近江八幡商工会議所女性会 定期総会開催
令和４年４月20日(水) 令和４年６月３日(金)

滋賀県商工会議所女性会連合会　定時総会開催滋賀県商工会議所女性会連合会　定時総会開催

前出副会長
地域で出来ることを見つけて、地域の
皆様に役立つことを発信できたらと考
えております。

中野副会長
諸先輩方が築いてくださったものと共
に、次代の女性会を皆さんと共に築き
あげていけたらと思っております。

令和４～５年度 近江八幡商工会議所女性会 役員
（任期：令和４年４月１日～令和６年３月31日）（敬称略）

役　職 事業所名 氏　名

会　長 株式会社和た与 小川　貴子

副会長 前出産業株式会社 前出　みずほ

副会長 有限会社中野電機商会 中野　晴美

理　事 フジイ薬局株式会社 藤居　久栄

理　事 華れん 樋口　和子

理　事 出雲産業株式会社 平田　好子

理　事 有限会社かじ直タイヤ 広瀬　真由美

理　事 株式会社水郷のさと　まるやま 小見山　康子

理　事 社会福祉法人しみんふくし滋賀 成瀬　和子

監　事 近江薬品 隨井　佳子

監　事 有限会社ラビットハウス 髙木　茂子
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編集：青経会	広報PT

　令和4年4月18日（月）近江カントリー倶楽部に
おいて、73名が参加し、記念ゴルフコンペを開催
しました。天候にもめぐまれ、記念式典につながる
事業となりました。集まった寄付金は、青経会創立
の年に発生した東日本大震災を機に、復興支援を通
じて交流を深めてきた気仙沼商工会議所青年部へ寄
付しました。

　4月29日（金）ホテルニューオウミにおいて、記
念式典・祝賀会を開催しました。近江八幡市長	小
西理様などの来賓や、歴代代表世話人などのOB様
をお招きし、盛大に執り行うことができました。式
典では、諸先輩方の活動を振り返り、感謝の意を表
し、さらなる会の発展を誓いました。祝賀会では、
十分な感染対策を行いつつ、和やかに懇親を深める
ことができました。

はちまん青年経営者会はちまん青年経営者会

創立10周年 記念ゴルフコンペ、周年式典・祝賀会を開催創立10周年 記念ゴルフコンペ、周年式典・祝賀会を開催

　平素は、はちまん青年経営者会に多くのご指導、
ご支援を賜り誠にありがとうございます。
　当会は昨年10周年を迎え、記念式典・記念祝賀会
を開催させていただきました。多くの方々に支えて
いただき10周年という節目を迎えることができたの
だと実感しました。関係各所の皆様には本当に感謝
しております。
　さて当会では、６月５日（日）には「第７回びわ湖
トライアスロンin近江八幡」を開催しました。また、

７月には市民に向けた「夏祭り」、10月には小学生
を対象にした「地引網体験」等、企画を進めており
ます。活動理念である【G∞d	for	Everyone　八幡
商人	三方よし】の理念に基づき、地域・市民・そし
て経済の活性化に貢献していきたいと思います。
　今年より11年目、新たなスタートをきる『はちま
ん青年経営者会』です。『はちまん青年経営者会』は、
メンバーが楽しく参加できること、居心地のいい仲
間ができること、そんな出会いの場になる組織を目
指します。これまでの型にはまることなく新たな発
想を持ち、若手らしくアグレッシブに挑戦し、楽し
むことは忘れず、最後にはしっかり反省し、未来に
つながるスタートの年にしたいと思います。
　皆様にはこれまで以上に熱いご指導、ご鞭撻をよ
ろしくお願い致します。

報 告

令和4年度
代表世話人
奥村　吉男

記念ゴルフコンペ

令和４年度  新体制始動 !令和４年度  新体制始動 !

記念式典、祝賀会

地域の若手経営者が経営者としての資質を
醸成し、あわせて地域の振興・発展に向け
た活動を行っています。

新規会員募集中！
TEL:0748-33-4141
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商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）
2022年５月調査結果

　2022年度に設備投資を「行う（予定含む）」
企業は43.1%と、2021年５月調査から1.4ポ
イント増加しました。設備投資の規模は、「前
年度より規模を拡大して実施予定」が前年度
と比べて1.9ポイント増加しました。また、「見
送る（予定含む）」は32.1％と1.2ポイント減
少しました。

　2022年度の設備投資予定は、緊急事態宣
言等が発令されていた2021年５月と比べ、
実施予定と回答した企業の割合が増加しまし
た。内容としては、省力化・合理化や能力増
強が多いものの、一部ではIT投資のほか、新
分野への進出、新製品生産など、ビジネスモ
デルの転換を目的とした設備投資を実施する
という回答もみられました。

2022年度の設備投資の動向

近江八幡警察署からの大切なお知らせです
〜あなたや、会社・店舗の大切な情報と財産を守るために〜

　インターネットの発達により、パソコン・スマートフォン・タブレット端末といった機
器の利用は、今や当たり前の世の中です。とても便利ですが、その反面、様々なリスク
も潜んでおり、漠然と不安を感じておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか？
　滋賀県警察では、サイバー空間を脅かす犯罪の手口やリスク、セキュリティ対策等の
情報を随時発信中です。下記の２次元バーコードから簡単にアクセスできますので、あ
なたや、会社・店舗の大切な情報と財産を守るために、ぜひご活用ください。

< 滋賀県警察専用Webページ「滋賀県警察の広場」>

■サイバーセキュリティ情報SHIG@ ■サイバーコネクトSHIG@
http://www.pref.shiga.lg.jp/police/seikatu/304409/304411/ http://www.pref.shiga.lg.jp/police/seikatu/304409/304412/

消費者・一般向け
注意情報はこちら

事業者向け
注意情報はこちら
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はい。課税事業者です

消費税インボイス制度が始まります！
令和5年10月1日から

インボイス制度（適格請求書等保存方式）とは…
●��買手は、仕入税額控除の適用のために、原則として売手から交付を受けたインボイス（適格請求書）
を保存する必要があります。

●��売手は、インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者（適格請求書発行事業者）の
登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。

消費税額の計算方法等
○�課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて（「仕入税額控除」といい
ます）計算します。
○�仕入税額控除の適用を受けるためには、一定の要件を満たすことが必要です。
計算方法

消費税額 ＝ 課税売上げに係る消費税額※
（売上税額）

※�消費税額は、税率ごとに区分して計算する必要があります。

－ 課税仕入れ等に係る消費税額※
（仕入税額）

仕入税額控除

仕入税額控除の要件

　
～令和５年９月

【区分記載請求書等保存方式】
令和５年１０月～

【適格請求書等保存方式】
（いわゆるインボイス制度）

帳簿 一定の事項が記載された帳簿の保存 区分記載請求書等保存方式と同様

請求書等 区分記載請求書等の保存 適格請求書（いわゆるインボイス）等の保存 ここが変わります

第１号

現在、消費税の申告をしていますか？

いいえ。免税事業者です
※免税事業者はインボイスは発行できません

いいえ。一般消費者です

販売先は事業者ですか？

基本的に登録不要と考えられます。ただし、少しでも事業者
への販売（例：飲食店における法人利用等）がある場合は、
登録申請を検討されたほうがいいかもしれません。

令和５年10月１日からインボイスを発行した
い場合、原則として令和５年３月31日までに
登録申請が必要です。

はい いいえ

まずは、
登録が必要か

フローチャート
でチェック！

インボイスの発行を希望しますか？
★消費税の課税事業者への転換が必要

はい。事業者です

インボイスについて
の詳細はこちら

課税事業者の方も免税事業者の方も、ご自身の事業実態にあわせて、インボイス発行
事業者の登録を受けるかご検討ください。
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▶▶滋滋賀賀働働きき方方改改革革推推進進支支援援セセンンタターー
〒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）

厚厚生生労労働働省省委委託託事事業業

「「働働きき方方改改革革」」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

6655歳歳超超雇雇用用推推進進助助成成金金（（6655歳歳超超継継続続雇雇用用促促進進ココーースス））ののごご案案内内

▶▶ 近近江江八八幡幡商商工工会会議議所所 TTEELL 00774488--3333--44114411((代代))

問合せは
こちら⇒

令和4年4月1日以降に就業規則等により以下のA～Dのいずれかの措置を規定し、当該
就業規則の改定等を実施した事業主へ支給されます

▶▶独独立立行行政政法法人人 高高齢齢・・障障害害・・求求職職者者雇雇用用支支援援機機構構
滋滋賀賀支支部部 高高齢齢・・障障害害者者業業務務課課 TTEELL 007777--553377--11221144

00112200--110000--222277フフリリーー
ダダイイヤヤルル

高高年年齢齢者者のの戦戦力力化化ををおお考考ええのの方方へへ

※他にも要件があります。助成金の詳細は、QRコードからご確認を！

■業業種種：専門サービス業（測量・建築設計業務）
■従従業業員員：32人（60～64歳9.4％、65～69歳15.6％、70歳以上6.3％）
■取取組組内内容容

・社内業務の安定的な継続のため、定年年齢を65歳へ引上げ
・以降、年齢の上限なく継続雇用（健康状態と本人の意思を考慮）
・短時間勤務・隔日勤務の選択可
・ドローン技術の導入
・健康管理として頸動脈超音波検査、5年毎の脳ドックを全員対象

■新技術導入により作業負荷の軽
減・労働災害のリスクを大幅に軽減
■柔軟な勤務形態により高年齢者
に魅力的な会社に変身

【事例】 65歳までの定年引上げ＋上限年齢のない継続雇用

成成果果

１１００万万円円 ～～ １１６６００万万円円

A.65歳以上への定年引上げ

B.定年の定めの廃止

C.希望者全員を対象に66歳以上の継続雇用制度の導入

D.他社による継続雇用制度の導入

【主な支給要件】上記のA～Dの制度を規定した就業規則等への改定（経費を要す）。支

給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保

険者がいること。高年齢者雇用管理に関する措置の1つ以上の実施。

助成金額（対象被保険者数、定年等を引き上げる年数等に応じて支給金額が算定されます）

（高年齢者雇用安定法第8条及び第９条第１項の順守）

などに取り組み、助成金を活用して高年齢者の戦力化を実現しませんか！！

6600歳歳以以上上のの定定年年のの定定めめ及及びび6655歳歳迄迄のの雇雇用用確確保保措措置置をを実実施施さされれてていいるる事事業業主主のの皆皆様様
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第11回
庶民の文字学びの広がり

　江戸時代に入ると、社会生活の多くの局面で文

字が使用されるようになります。領主から村への

通達なども、紙に文字が書かれた「文書」という形

で頻繁に行われます。また、商業が全国規模で発

展し、地域にも貨幣経済が浸透していったことも、

文字の使用や、計算能力の需要拡大につながって

いきました。今回は、『近江八幡の歴史』第７巻「通

史Ⅱ 八幡山城から幕末まで」第４章３「書物の時代

と文化の広がり」から、江戸時代から明治にかけて

の庶民の教育、特に文字文化の教育について見て

いきましょう。

　近江国は、八
はちまん

幡商人、日
ひ の

野商人、湖
こ と う

東商人など、

全国で活躍する多くの商人を輩出し、村人たちが

江戸や大坂・京等に進出した商家で奉公人として

働くことが多かったことから、全国的に見ても文

字文化が社会に深く浸透していた地域でした。明

治10年（1877）から同26年まで、滋賀県では６歳

以上の全住民に対し、自分の名前を自署できるか

という識
し き じ り つ

字率調査を行っています。例えば、明治

10年の調査では、男子が89％、女子が39％、全

体で64％と、他府県と比較しても群を抜いて高い

識字率となっています。

この数字は、江戸時代

後期の近江における教

育の浸透をあらわした

結果といえるでしょう。

　 江 戸 時 代 の 庶 民 教

育 を 担 っ て い た の が、

寺
て ら こ や

子屋や手
てならいしょ

習所といっ

た民間の初等教育機関

ですが、為
い し ん

心町上には

そのうちのひとつであ

る、北
きたぎし

岸家が営む私塾がありました。北岸家は代々

治平を名乗り、書にも秀で、多くの門人がいました。

初代は伴
ばん

家に仕えて「扇屋」を号し、八幡町の領主

である旗本朽
く つ き

木氏にも仕えました。同家の教育に

対する八幡町人の信頼は厚かったようで、八幡商

人の一人、森五
ご ろ べ え

郎兵衛家に残る「北岸大先生寺子連

中」と記された史料には、幕末期に同塾に学んだ「寺

子」すなわち生徒の名前が40人分書きあげられてい

ます。生徒の住所を見てみると新町・為心町・大

杉町・間
あ い の

之町といった小
お ば た

幡町より東側の町名が確

認でき、商家の子息たちの学び舎であったことが

推察できますが、「島
し ま の ご う

之郷村」「宇
う つ ろ

津呂村」といった

周辺の村人も学んでいたことが確認できます。史

料の所有者である森五郎兵衛家からは、子息であ

る五
ご ろ ぞ う

郎蔵や直
なおぞう

蔵の名前が確認できます。

　ただし、森家では、子息たちを北岸治平家だけ

でなく、複数の私塾に通わせていたようです。同

家の日記のうち、慶
けいおう

応２年（1868）５月８日条には、

近年の物価高騰により、私塾の先生方への祝儀（謝

金）増額に関する書付があるのですが、「北岸」のほ

か、「吉田」「小林」「天
てんらい

雷氏」「脇坂氏」と４人の

私塾に通わせていることが分かります。このうち

の「小林」とは、書家貫
ぬ き な

名菘
すうおう

翁（海屋）の門弟で小林

卓
たくさい

斎のことです（『近江八幡の歴史』第９巻「地域文

化財」参照）。また、「天雷氏」は代々八幡町内で手

習師匠をつとめていた家で、森家の子女みちるが

裁縫などの指導を受けていたようです。このよう

に八幡町内では、さまざまな教育を行う人材が複

数存在し、森家では、子どもたちの学習内容や段

階に合わせ、異なる私塾に通わせていたことがわ

かります。

近江八幡市総合政策部文化振興課　烏野 茂治
森五郎蔵の「消息往来」
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４月22日(金）

　新型コロナウイルス感染症等の影響を受け、事業の見直し
や補助金等の活用を検討している方を対象に、中小企業診断
士による個別相談を実施しました。
　課題解決へのアドバイスや、様々な支援施策の説明、小規
模事業者持続化補助金、再構築補助金等の申請書作成支援な
ど、合計23件の相談がありました。
　６月以降も引き続き、当相談窓口を開設しておりますので、
ご活用ください。詳細は同封のチラシをご覧ください。

５月６日(金）〜30日(月）のうち８日間

補助金等相談窓口

　近江八幡建設工業会青年部会は、毎年４月に市内保育施設
等への植樹を行っています。
　今回は、八幡幼稚園にブルーベリーの木を３本と山砂を寄
贈しました。午前９時30分すぎから園児が見守る中で作業を
行い、木が植わった後は子どもたちの手で水やりをしてもら
いました。楽しそうに水をやる姿を見て、当会メンバーも元
気をもらえました。
　ささやかではありますが、今後も継続していきたいと思い
ます。

建設工業会青年部会　市内保育施設に植樹を実施

建設工業会　第62回定時総会を開催
　近江八幡建設工業会は、令和４年度 第62回定時総会を当
所２階大ホールで開催しました。出席者は41名（うち、委任
状出席23名）。事業報告、収支決算報告、事業計画（案）、収
支予算（案）、任期満了に伴う役員改選の各議案はいずれも
原案通り承認されました。なお、会長には(株)坂本建設 代表
取締役 坂本智晃氏が再任されました。

役　職 事業所名 氏　名

会　長 株式会社坂本建設 坂本　智晃

副会長 株式会社小川組 小川　敏信

副会長 株式会社重田組 重田　将利

理　事 株式会社秋村組 秋村　　昻

理　事 株式会社タナカ重建 田中　康博

理　事 福本電機株式会社 福本　哲也

理　事 株式会社杉原建設 杉原　良次

理　事 有限会社門野造園 門野　昌樹

理　事 株式会社ニシケン 西村　浩一

理　事 株式会社井上組 井上　孫仁

理　事 株式会社徳山建設 徳山　真也

理　事 株式会社辻コーポレーション 辻　　博行

相談役理事 浅原工業株式会社 田中　良昭

相談役理事 株式会社西川組 西川　　学

監　事 近江花勝造園株式会社 西川　　勝

監　事 福井電気工業株式会社 福井　　寛

近江八幡建設工業会 役員
（任期：令和４年４月１日～令和６年３月31日）（敬称略、順不同）

建設工業会青年部会　第33回定時総会を開催
　近江八幡建設工業会青年部会は、令和４年度　第33回定時
総会を当所２階大ホールで開催しました。出席者は17名（う
ち、委任状出席１名）。事業報告、収支決算報告、事業計画（案）、
収支予算（案）、任期満了に伴う役員改選の各議案はいずれ
も原案通り承認されました。なお、部会長には(有)梅花園 小
川慎哉氏が新たに就任されました。

近江八幡建設工業会青年部会 役員
（任期：令和４年４月１日～令和６年３月31日）（敬称略、順不同）

役　職 事業所名 氏　名

部会長 有限会社梅花園 小川　慎哉

副部会長 株式会社アース 古株　祐治

副部会長 株式会社辻コーポレーション 辻　　博行

幹　事 株式会社田中重機 田中　淳史

幹　事 株式会社重田組 重田　貢佑

幹　事 株式会社グラッド 辻　　征明

監　事 株式会社西川組 西川　寛朗

監　事 株式会社ゆたか設備 池本　峻輔

５月25日(水） ５月27日(金）
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近江八幡工業クラブ　定時総会
　当所大ホールにて16:00から山村会長をはじめ、17名が
出席し開催（20名委任状）。各審議事項は満場一致で承認可
決されました。その後、関係機関による支援施策の説明と
して、滋賀働き方改革推進支援センター所属の社会保険労
務士 坂本 修造 氏をお招きし、「従業員の就業環境の向上に
向けた働き方改革と関連する助成金の概要」と題して、65
歳超雇用推進助成金など、利用実績が多い助成金の概要を
中心にご説明いただきました。終了後、感染対策のもと、
約２年ぶりの懇親会を開催し、交流を深めました。

５月26日(木）

事業所名 連絡先 ひとことコメント

リラクゼーションエステ
ローズブーケ

近江八幡市上田町1550-4
TEL.0748-37-5831
kkaety953111@gmail.com

ストレス社会の中、女性のキレイを応援したい思いで、エステやホーム
ケア商品の販売をしております。

天然石のベル・クレール
近江八幡市為心町元13
TEL.0748-47-8890
belleclair@ymail.ne.jp

天然石の専門店です。豊富な種類、サイズのビーズを取り揃え、ご予算
に合わせ、ご希望のオリジナルブレスレットをお造りいたします。ピア
ス、イヤリング等のアクセサリーの他、原石も扱っています。

ラーメン酒房 とら
近江八幡市中村町21-17 アーバントップビル１F
TEL.0748-33-8485
aisaka5155@gmail.com

夜９時半朝４時までの深夜帯ラーメン営業。居酒屋メニューもあり、大
小個室でゆったりできます。25年前に京都老舗ますたにラーメンに憧れ
て生まれた、ラーメン酒房とらです。

（掲載を希望された事業所さまのみのご紹介です。敬称略）

　近江八幡市宮ヶ浜を主会場として、第７回「びわ湖トラ
イアスロン in 近江八幡」が開催されました。2020年、
2021年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止となっ
たため３年ぶりの開催でしたが、無観客で行われました。
29都道府県から参加された男女約508人の選手が、オリン
ピックと同距離であるスイム1.5km、バイク40km、ラン
10kmに挑み、476人が完走、完走者の最高齢は82歳でした。
当日は天候にも恵まれ、選手たちは自然豊かなコースを駆
け抜けました。
　「びわ湖トライアスロン in 近江八幡」は実行委員会によ
り実施されており、弊所の辻 雄一副会頭が大会会長を、小
川 与志和常議員が実行委員長を務め、はちまん青年経営者
会が運営にかかわっている人気の大会です。国スポでの会
場誘致を目指して続けてきた大会で、2025年の国スポ滋賀
での会場に決まり、準備を進めています。

第７回びわ湖トライアスロン in 近江八幡 開催

©本田ジェロ

６月５日(日）
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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 会報を見たとおっしゃられた方に
お食事されたお客様に限り、人数分100円引き

（魔法のパスタ 近江八幡店）

近江八幡市鷹飼町北4丁目4-10　
OKDテラス101�

【石焼生パスタ】バジルトマト　　　1,485円
　　　　　　　 サーモンクリーム　1,485円
　　　　　　　 カルボニャーラ　　1,595円

　多くの皆様にご来店いただき７月でちょうど１周年になります。
　石焼でアツアツにしたソースにもちもちの淡路島産の生パスタを絡め
て食べる、新感覚パスタ。全国でも珍しいパスタです。
　夏季限定の冷製パスタ、季節限定パスタ、店長オリジナルパスタ、ア
ヒージョなど、メニュー豊富に取り揃えております。
　是非一度ご賞味ください。

魔法のパスタ
近江八幡店

●

●

●

●

●

●
ユニクロ

カルビ大将

スターバックス

auショップ

トヨタ
カローラ出町通り

シャトレーゼ

26

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

070-8580-3170

なし

石焼生パスタといえばここ！

ボクシングスタジオHOPEE

2022年７月１日～８月末日まで有効

城下町として発展した近江八幡には、今も様々な伝統工芸の「技」が受け継がれています。
技を磨く職人に、近江八幡の伝統、ものづくりの背景と想いを伺います。

第１回は、すだれやよしずなど、葦を使った製品を作られている森田栄次郎商店 事業主の森田信義さんをご紹介します。

第157号♪

魔法のパスタ 近江八幡店

平日（月～金）
11:00～15:00（L.Ｏ14:30）
17:30～22:00（L.Ｏ21:30）
土日祝日　11:00～22:00（L.Ｏ21:30）

HP

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。

　森田栄次郎商店は、大正４年に初代の栄次郎さんが葦
の卸事業で創業しました。森田信義さんは３代目。この
道60年の職人です。
　すだれやよしず作りは、葦を仕入れ、１年間寝かせる
ことから始まります。虫が出ず、夏場も涼しい土蔵で自
然に乾燥させることで、葦特有の深みのある色合いにな
ります。最も難しいのは、葦を編む作業。葦が割れない
箇所を見極めて縄を通すとともに、編んだ葦に隙間がで
きないよう手で加減しつつ揃えていきます。森田さんは、
自分の目と手の感覚で、葦１本１本の癖がわかるそう。
完成した製品は15年も使え、経年変化で光沢が出て美
しくなります。
　しかし、生活スタイルの変化や中国製の輸入品の増加で、
最盛期、近江八幡だけでも14軒あった葦の事業者も、現

在は県内で３軒のみに。また、地球温暖化や台風の影響
で葦も年々変化しています。それでも「いい素材を使っ
てお客さんの期待に応えたい。お客さんは目が肥えてい
るから気が抜けない」と語る森田さん。今日も葦製品を
作り続けられています。
住所：近江八幡市円山町７
電話番号：0748-32-6362
現在、新規のお取引はされていません。

森田栄次郎商店　森田信義さん
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