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事業所名 連絡先 ひとことコメント

グラッソレジデンシャル(株)
近江八幡市鷹飼町560-1 1F
Tel.0748-31-1755
info@r-glazzo.jp

中古戸建・中古マンションのリノベーションを専門にしています。
同時に中古物件の仲介・不動産の売買も業にしています。
近江八幡で頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。

御食事処 蒲生野
蒲生郡竜王町山之上7104-1
Tel.0748-57-1426

「天然温泉 蒲生野の湯」内のお食事処です。手作りの出汁が自慢のお
うどん・おそばをお出ししています。お食事のみでもご利用いただけ
ますので、ぜひお越しください。

庭一設計企画(株)
近江八幡市篠原町二丁目7-14
Tel.080-3863-4128
l.e.g@me.com

造園、外構、屋根、外壁を主に屋外から暮らしを再提案出来る総合リ
フォーム会社として皆様に認知いただければと思っております。どう
ぞよろしくお願いします。

（掲載を希望された事業所さまのみのご紹介です。敬称略）

近江八幡商工会議所 物価高騰対策販売促進支援金

補助対象事業の例

補助金額

　近江八幡商工会議所では、物価高騰の影響を受けている中小・小規模事業者の売上拡大を支援するため、
売上確保・拡大につながる販売促進の取組のうち、広告宣伝に必要な経費の一部を補助します。詳しく
は当所HPからご確認ください。

補助対象者

補助対象期間

申請期間

　チラシ・パンフレットの作成、フリーペーパー
への広告掲載、SNS広告、WEBサイトの構築
や改修 など

　近江八幡市内（安土町を除く）に事業所を有
する、または当所特別会員で滋賀県内に事業所
を有する中小・小規模事業者

令和４年５月27日(金）～９月30日(金）

令和４年９月１日(木）～９月30日(金）

詳しくは、当会議所HPまで

白雲館にて

　創業希望者の方が実店舗経営を学ぶトライアルショップ。今
年は八幡堀の目の前、白雲館の２階にて開催しています。お近
くに来られた際はぜひお立ち寄りください。
　また、今年度はフードカーを活用したトライアルショップも
開催しています。
　例えば、既に飲食店を営む方が今後フードカー部門に販路を
広げるため、トライアルショップに出店することも可能です。
開催、募集要項等詳細は当所HPからご確認ください。

臨時休業日あり
詳しくはこちらから

▲トライアルショップにて使用予定のフードカー

トライアルショップ開催中

５万円 お問い合わせ

近江八幡商工会議所
TEL 0748-33-4141
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詳しくは、下記へお問い合わせください。

更生ペンギンの
サラちゃん

更生ペンギンの
ホゴちゃん

犯罪や非行をした人を雇用し、立ち直りを助ける
「協力雇用主」を募集しています

 犯罪や非行をした人の立ち直りには働くことが大変重要
です。
 協力雇用主は、犯罪や非行をした人の自立や社会復帰
に協力することを目的として、彼らを雇用しようとする事
業主です。全国に約2万4000事業者がいます。
 協力雇用主の方々の不安を軽くするために、国の支援
制度もあります。

【お問い合わせ先】　　　
近江八幡保護区保護司会
近江八幡市安土町小中1-8　
総合支所内
TEL.0748　-46-3141
	 （内線	345）

第１組スタート8：22～第１組スタート8：22～
３コース同時スタート３コース同時スタート

11/1811/18金金 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：キャディ有	13,500円　キャディ無	10,250円
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

たべあきんどホームページ
リニューアルオープン！

　お店紹介に加え、トピックスにて、新メニューなど
の旬なニュースを掲載しています。ぜひ、ご覧ください。

ホームページ
はこちら

※詳しくは同封のチラシをご覧ください。

商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）
2022年７月調査結果

新型コロナウイルスによる経営への影響

　新型コロナウイルスによる経営への影響につい
て、「影響が続いている」は59.6％と2022年６月
調査から0.1ポイント増加し、「現時点で影響はな
いが、今後マイナスの影響が出る懸念がある」を
あわせると同1.1ポイント増加し84.7％となりま
した。「影響はない」は10.7％と同1.5ポイント減
少しました。
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物件個別相談会

9月２日(金)

23日(金)

13日(火)

14日(水)

15日(木)

19日(月)

10月３日(月)

10日(月)
11日(火)

25日(火)

９日(日)

12日(水)

20日(木)

26日(水)
27日(木)
28日(金)

９日(金)

20日(火)

27日(火)

４日(火)

８日(土)

13日(木)
14日(金)

21日(金)
23日(日)

６日(火)

16日(金)

７日(金)

９月～10月

敬老の日

日本政策金融公庫融資相談会

知的財産権(発明)相談会

日本政策金融公庫融資相談会

会員向け定期健康診断（PM）
会員向け定期健康診断

スポーツの日

補助金等相談窓口（PM）

事業承継支援相談会

秋分の日

創業個別相談会

事業承継支援相談会

知的財産権(発明)相談会

　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。
　開催日は同封のチラシをご覧ください。

補助金等相談窓口 開設のお知らせ

相談料：無料	 相談時間:1時間・各日3件

【口座振替】振替日：9月12日(月)

令和４年度 会費納入のお願い

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】納入期日：10月11日(火)
納入通知書を郵送させていただきます。

物件個別相談会のご案内

 空き店舗・空き家のお悩みを解消し、物件の活用を進め
るための無料個別相談会を開催します。当所不動産部会
に所属する経験豊富な事業者が相談に応じます。ぜひご
利用ください。予約制です。

日時 ：10月９日（日）、12月11日（日） 各日10：00～16：00
詳しくは同封のチラシをご覧ください。

会員向け定期健康診断
会員向け定期健康診断

　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、中小企業診断士でIT活用の専門
家がサポートします。お気軽にご活用ください。

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：2時間/回 （合計3回まで）予約制。
詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

相談例：SNSの活用・WEB活用・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

青経会 世話人会議

育児・介護休業法対応セミナー

関西女性会連合会総会 姫路大会

労務個別相談会

青経会９月例会

インボイス制度対策セミナー

女性会全国大会

議員協議会
青経会 世話人会議

珠算・暗算・段位検定

　ふるさと納税の新しい謝礼品を発掘・開発するプロ
ジェクトにチャレンジする事業者を募集します。

「近江八幡市をもっと元気にする」

ふるさと納税 新規謝礼品発掘・開発プロジェクト始動！
事業者を募集します

※	応募要件・応募方法など、詳しくは同封のチラシまたは近江八幡市
　ホームページをご覧ください。
※	応募される事業者は、セミナー・説明会に参加ください。（事前申込必要）

補助金等相談窓口（PM）

補助金等相談窓口（PM）

補助金等相談窓口（PM）

補助金等相談窓口（PM）

補助金等相談窓口（PM）

補助金等相談窓口（PM）

募集期間：９月5日（月）～９月20日（火）

新規謝礼品開発セミナー ・
謝礼品請負事業者登録説明会
日時：９月13日（火）
  		13：30～16：00（13：00～受付）
場所：ホテルニューオウミ
お問合せ先：近江八幡市 魅力発信課　　 TEL	0748　-36-5541

詳しくはこちら
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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

9/14水
10/12水

11/9水

9/15木
10/20木
11/17木

9/13火
10/11火

11/8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
10月３日(月) 近江八幡商工会議所 0748-33-4141
11月７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）

 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）が
開始されます。
 インボイス（適格請求書）を発行す
るためには、事前に税務署へ登録
申請を行い適格請求書発行事業者
となる必要があります。
 制度開始まで約1年となった中、
自社は登録を検討すべきかどうか、登録をする場合・
しない場合でどんな違いがあるのか、今後どんなこと
に備えておくべきなのかなど解説します。

事業環境変化対応型支援事業
インボイス制度対策
セミナー

10/ ４火
14：00 ～
16：00

講 師：小川宗彦税理士行政書士事務所 代表	
 　　　小川 宗彦 氏
受講料：無料
定 員：20名

 令和4年4月から段階的に育児・
介護休業法が施行されています。
 今後男性の育児休業取得者の増
加が見込まれます。10月施行を
目の前に控え、中小企業の現場を
熟知する講師が分かりやすくお伝
えします。
 詳しくは、同封のチラシをご覧く
ださい。

令和４年10月改正
育児・介護休業法対応
セミナー・個別相談会

９/13火
セミナー

講 師：糀谷社会保険労務士事務所 代表
 　　　株式会社陽転　 代表取締役　
 　　　糀谷 博和 氏	（社会保険労務士）
受講料・個別相談料：無料
定 員：［セミナー ］	20名  ［個別相談会］	3社

９/20火
個別相談会
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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12
名。議題は、①京街道門前通りイベント出店について
②県女連 講習会について③関女連 総会について④オン
ライン料理教室について。イベント出店については、
これまでの経験から、何か改善点がないか協議された。
県女連の講習会については講師候補の選任や時間配分
の見直しを行った。オンライン料理教室は実施するこ
とに決定し、資質向上委員会にて詳細を決定すること
となった。

第２回役員会を開催第２回役員会を開催
令和４年６月15日(水)

第１回資質向上委員会を開催第１回資質向上委員会を開催
令和４年７月８日(金)

　近江八幡商工会議所大ホールにて開催。出席者は５
名。議題は、オンライン料理教室について。８月６日(土)
に実施予定のオンライン料理教室の準備物や当日スケ
ジュールの確認を行った。

　当会はこども向けの射的・輪投げを出店。出席者は
14名。コロナ禍のため、３年ぶりの出店となった。梅
雨の晴れ間の暑い１日と
なり、のべ273名が来店。
こどもの笑顔があふれ、
賑やかに楽しんでもらう
ことができた。

京街道門前通り観音山縁日に出店京街道門前通り観音山縁日に出店
令和４年６月26日(日)

　八日市商工会議所にて開催。各会の正副会長が出席。
会議では総会の事業報告や、次年度の補助金申請につ
いて協議を行った。会議
終了後、八日市ロイヤル
ホテルにて昼食懇親会が
開催された。

令和４年７月11日(月)
滋賀県商工会議所女性会連合会 第２回理事会開催滋賀県商工会議所女性会連合会 第２回理事会開催

ミシュランシェフのオンライン料理教室に参加ミシュランシェフのオンライン料理教室に参加
令和４年８月６日(土)

　八幡コミュニティーセンター調理室にて開催。アク
サ生命保険(株)が実施するミシュランシェフ松嶋啓介
氏によるオンライン料理教室に女性会として参加。出
席者は８名。フランス・ニースと会場をオンラインで
結び、松嶋シェフから直接レクチャーを受けながら実
際に調理を行った。メニューは「本当のラタトゥイユ」。

調味料を一切使用
し な い レ シ ピ で
あったが、野菜本
来の甘味や旨みが
引き出されており、

物足りなさを感じるこ
ともなく、参加された
方も“また家で作ってみ
た い”と 大 好 評 で あ っ
た。

≪講師プロフィール≫
松嶋　啓介 氏
現在、フランス ニース在住。
オーナーシェフとして活躍されると同時
に、食と健康についての考え方を広める
活動をしている。

≪レシピ( ４人前)≫
＜材料＞ ニンニク…１/ ２片、オリーブオイル…適量、玉ねぎ…１/ ２個、トマト…５個、パプリカ(赤)…１個、
パプリカ(緑)…１個、ズッキーニ…１本、なす(大)…１本、タイム…少々

＜作り方＞
A：トマトソースを作る
①ニンニクは包丁の腹で潰しみじん切り、玉ねぎはみじん切り。トマトはヘタを取りぶつ切り（８等分）。
② フライパンにオリーブオイル大さじ１を入れて熱し、ニンニクを入れ弱火で３〜４分炒める。香りが出たら、

玉ねぎを入れる。玉ねぎの甘みを出すため、透き通って黄色く色づくまで時間をかけて炒める。
③ トマトを入れ、ざっと混ぜてから強火で焼き付ける。焦げる前に底面からすくいあて、裏返すようにし両面
　を焼く。トマトの角が取れたら中弱火にし、焦げないよう時々混ぜながら煮詰める。
　ポイント！ ヘラで真ん中を押し上げた際に、フライパンの底面が見える状態まで水気をとばす。
B：野菜をソテーする
① なす・ズッキーニは長さを３等分にし、タテ半分に切り、５mmの細切りにする。パプリカは綿をとり、
　2〜3mmの細切りにする。
② 野菜は１種類ずつ別々にソテーする。フライパンにオリーブオイル大さじ1を入れて、野菜を重ねずに並べ
　て焼き色をつける。量が多い場合は２回に分ける。
C：ラタトゥイユを仕上げる
①Aのトマトソースに、Bの野菜をざっと混ぜあわせ蓋をして、火で３〜５分蒸焼にし、タイムを入れる。
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編集：青経会	広報PT

　7月23日はちまん青年経営者会と近江八幡青年会
議所との共催で開催しました。担当の松浦企画PTリー
ダーに伺いました。

Q.  どのような事を大事にイベントを開催されましたか
　今までコロナの影響により各地でイベントなどが、
中止や延期となっている現状でした。そんな中、夏祭
りを開催することで例え1日だけでも来場していただ
いた方に、楽しんで笑顔で帰っていただき今後の活力
になればと思い開催をさせていただきました。

Q.  非常に盛大なイベントで多くの方が来られまし
たが、どのように感じられましたか？

　開催前日などは少し不備や不安があったのですが、
当日の盛況ぶりを目の当たりにし、また来場者の顔を
見させていただいて、本当に開催して良かったと、そ
れ以外の言葉はありません。

Q.  青経会としても、久しぶりに大きなイベントで
した。多くのメンバーも参加されていましたが、
いかがでしたでしょうか？

　朝早く、炎天下の中多くのメンバーに助けていただ
きました。人員配置が足りないところなどの不備があっ
た中、メンバーの皆様は各々出来る限りのことを精一
杯に取り組んでいただいていました。感謝以外ありま
せん。この場をお借りいたしまして、あらためて御礼申
し上げます。ありがとうございました。
　また各ブースの出店者様には、本イベントへの出店

要請、当日の度重なるご協力
をいただきましたことを、重
ねて御礼申し上げます。あり
がとうございました。

Q.  総括　これからに向けて
　このイベントが終わり、様々な改善点も見つけるこ
とが出来ました。メンバーはもとより、来場者の方に
もご迷惑をお掛けしたこともあったかと思います。し
かしながら開催したことは決して間違いではなく、次
回に繋がると思っています。今後も近江八幡全体の発
展に寄与する団体としてメンバー一丸となって精一杯
の活動を行って参ります。今後とも　はちまん青年経
営者会を宜しくお願い致します。

はちまん青年経営者会はちまん青年経営者会

はちまんフェスタ２０２２はちまんフェスタ２０２２報告

企画PTリーダー　松浦慎一

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

はちまん青年経営者会　新入会員様（2022. １～2022. ８）
ダイケン株式会社：大野	喬史	氏　有限会社梅花園：小川	慎哉	氏　パーソナルジムTHC：南	敏英	氏（50音順）
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小規模企業共済
 近江八幡商工会議所では、節税や老後の備えに活用できる「小規模企業共済」
について、 当所にご相談に来られた経営者の皆様を中心にご案内しています。
 小規模企業共済は、 現役　引退などの際、 ゆとりある生活のために、 将来の資
金をあらかじめ準備しておく制度です。 国民年金などの他制度と併せてご利用で
きます。 個人事業主・共同経営者・会社役　員など、 経営者の方だけが加入できる
魅力的な制度です！

早めの加入がオススメ！小規模企業共済のお得ポイント♪
掛金は全額所得控除扱い。 確定申告書に書けば、

節税になります！
利回りは最大約1.5%！
退職金代わりとして、老後の備えに活用できます。

詳細・お申込みについては、
商工会議所にGO♪

に加入される方が増えています！

近江八幡商工会議所おすすめの節税＆退職金制度
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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…

●  買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿のほか、売手から交付を受けた
「適格請求書」等の保存が必要となります。

●  買手が作成した仕入明細書等による対応も可能です。

第２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、適格請求書発行
事業者の登録を受けるかご検討ください。

複数税率に対応したものとして開始される。仕入れ税額控除の方式です。

適格請求書発行事業者になる（登録を受ける）には

●  登録は課税事業者が受けることができます。登録を受けなければ適格請求書を交付できません。登録
を受けるかどうかは、事業者の任意です。

●  免税事業者が令和５年10月１日を含む課税期間中に登録を受けた場合は、登録を受けた日から課税事
業者となることが可能です。（経過措置）

適格請求書発行事業者の登録申請手続が必要です。

【登録申請のスケジュール】

令和３年10月１日 令和５年３月31日 令和５年10月１日

インボイス制度の導入登録申請の受付開始

令和３年10月１日から
登録申請が可能です。

令和５年10月１日から登録を受けるためには、原則として、
令和５年３月31日までに登録申請を行う必要があります。

（8　）	 №72　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 令和4年９月1日 令和4年９月1日　　　　THE	OHMI	HACHIMAN	CHAMBER	OF	COMMERCE	&	INDUSTRY	 №72（９）

216774.indd   9216774.indd   9 2022/08/24   18:322022/08/24   18:32



No

▶▶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

「働き方改革」に取り組む事業主の皆様をご支援します

業業務務改改善善助助成成金金ののごご案案内内

▶▶ 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⇒ 00112200--110000--222277フフリリーー

ダダイイヤヤルル

最最低低賃賃金金のの引引上上げげををおお考考ええのの方方へへ

＝【令和3年度 設備投資等の申請事例】（令和4年度は対象外の場合がありますので事前確認が必要です。）＝

□早々に賃金引上げを予定されている

□生産性向上のための設備投資、コンサルティングの導入や社員研修などの予定がある

◆申請が可能か否か簡易チェック（賃金関係）で確認してください。（賃金が時給制の場合）

業務改善助成金は、事業場内の最も低い者の賃金額（地域別最低賃金との差額が30円以内の者に限
る）を一定程度引上げ、設備投資などを行った場合に、その一部を助成する制度です。

労働者が100人以下で
最も賃金額が低い者の時給※（ ）円が、滋賀県最低賃金896円との差額が30円以内ですか？

× 申請できません○ 申請できます

Yes

【注意】滋賀県最低賃金は、10月1日に改定される予定です。改定後は、「改定後の最低賃金との差額が
30円以内」が条件になります。

賃賃金金引引上上げげ 設設備備投投資資等等
設設備備投投資資等等にに要要ししたた費費用用

のの一一部部をを助助成成

※日給制や月給制の場合は時給換算が必要です。

業業 種種 取取組組内内容容(研研修修・・機機器器等等））

製造業 混練機の改良、送風低温恒温槽、電動ワイヤーストリッパーの導入、電動フォークリフト

卸売小売業 低温チルド冷蔵庫、展示用什器の更新、ディスクチェッカー、経理システム

運輸郵便業 経理･給与システムのバージョンアップﾟ、給与明細電子化システム導入

サービス業 バッテリー刈払機、バッテリーブロア、耕うん機

宿泊飲食 食器洗浄機、業務用冷蔵庫、業務用ﾃｰﾌﾞﾙ形恒温高温庫、ガスフライヤー

引上げ額、引上げる労働者数、要件によって助成上限額が異なります。

【助成額】 3300万円 ～ 660000万円

要件・申請等の詳細は、厚生労働省のホームページ（業務改善助成金で検索）をご覧ください。

上記双方を予定されている方は、至急、社会保険労務士に相談を！
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第12回
明治期八幡商人の企業内教育

　明治以降、近代学校制度が次第に整備されてい

くと、商家でも丁稚奉公人に加え、中等学校や商

業学校などの卒業生が店員となり、大きな割合を

占めるようになります。こうした店員構成の変化

は、従来の丁稚奉公人への教育システムも大きく

変化させていくこととなりました。その具体的事

例として、いわゆる「企業内教育」の制度が作られ

ていったことが挙げられます。それは義務教育修

了程度で就業した丁稚奉公人等に対し、基礎的な

近代商業技術を習得させる場を店側が設けること

です。今回は、『近江八幡の歴史』第５巻「商人と商

い」第５章２「商人の学び舎」から、八幡商人の企業

内教育についてみていきましょう。

　八幡商人のひとつ西川庄六家では、明治42年

（1909）に、２人の奉公人に対し、授業料は同家が

支払い、八幡実業補習学校に通わせていました。

実業補習学校とは、明治26年の実業補習学校規定

によって、義務教育を修了した青少年を対象とし

て、小学校教育の補習および職業に関する知識技

能を習得することが目的に設置された学校です。

各地域の実態に即して、農業・工業・商業・水産

などの実業教育が施されました。

　八幡町においては、明治40年５月に女子実業学

校が八幡尋常高等小学校校舎に付設されました。

その後、女子実業学校

を改組して男子部・女

子部として新たに開設

する動きが出、翌41年

９月、知事認可を経て

八幡実業補習学校が設

立されました。同年末

の生徒数は男子部60名、

女子部22名であり、教

員は専科教員が女性１

名、補助教員が男性２名・女性１名でした。

　一方西川庄六家に残る古文書に、明治42年に作

成された「業習帖」「業進舎原簿」「算術帖」「物品

売買取引帳（通）」「小口当座取引通」等の帳簿類が

あります。資料には、先の奉公人２人の名前も見え、

実業補習学校のほか、西川庄六店内で行われた企

業内教育の一端を知ることができます。

　「業習帖」をみると、「業進舎」という演習組織を

作り、そこで「業進銀行」「業進会社」を設立した上

で、銀行取引や畳表、障子や、茶、砂糖、小豆な

どの物品取引の実習を、彼らを含む４名で行って

います。また、業進銀行開業の祝辞も記され、起

業時の様式も学習していることが分かります。ま

た、　「業進舎原簿」を見ると、物品取引と銀行取引

についてそれぞれ帳簿を作成し、実務に近い形で

の実践演習が行われていたこともわかります。

　以上から、明治後期における西川庄六家の企業

内教育の特徴は、八幡町に設立された八幡実業補

習学校に店員を通わせる一方、業進舎による独自

の店内教育を行ったことにあると考えます。すな

わち、実務実践教育が加えられることで、店員の

商業技術の習得を目指したと思われます。

近江八幡市総合政策部文化振興課　烏野 茂治

「業習帖」表紙

「業習帖」より　業進銀行開業祝辞部分
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　卸商連盟（会長 野瀬 宇一郎氏）は標記総会を当所にて開
催しました。令和３年度事業報告・収支決算、令和４年度
事業計画（案）・収支予算（案）が審議され、全議案すべて
可決承認されました。総会終了後、講師に近江八幡税務署
の市原 史津子氏を迎え、「インボイス制度」についてお話い
ただきました。適格請求書保存方式の概要、発行、記載事
項の留意点など分かりやすく説明いただき、有意義な時間
となりました。

令和４年度卸商連盟定時総会 開催

６月16日(木）

近江八幡宿料飲会 防犯協議会 定時総会

7月５日(火）

　郷土料理 喜兵衛にて開催。各審議事項は満場一致で承認
されました。出席者29名（うち委任状20名）。
　その後、近江八幡警察署 生活安全課 服部一麿課長より近
江八幡警察管内の犯罪状況を聞き、防犯の意識を高めました。
　また、研修会として、びわこボート 責任者 滋賀県総務部
事業課 天川隆男課長を講師にお招きし、「弱みを強みに変え
るために　401億円から722億円へ」としてＶ字回復の手腕
を伺いました。

　近江八幡商店街連盟は、令和４年度定期総会を開催しました。
今年度は新型コロナウイルス感染症拡大影響のため、書面
による総会となりました。(構成人数 46名、返信数32名)
第１号議案　令和３年度事業報告について
　賛成31票　反対１票
第２号議案　令和３年度収支決算承認について
　賛成31票　反対１票
第３号議案　令和４年度事業計画（案）の承認について
　賛成31票　反対１票
第４号議案　令和４年度収支予算（案）の承認について
　賛成31票　反対１票
賛成多数により全議案承認されました。

近江八幡商店街連盟 定期総会

６月９日(木）

クラウドファンディング「近江八幡三方よし商品券」
プロジェクト連動　販売促進セミナー開催

６月21日(火)　７月６日(水)

　「どうやってお店に来て貰えば良いか分かる！」と題して
販売促進セミナーを開催しました。
　講師にはミナト経営株式会社　代表取締役　田内孝宜先
生をお招きし、参加者それぞれ12名、11名に向けてご講演
いただきました。
　グループワークによる受
講者同士の交流も交えなが
ら、それぞれの営業ポジ
ショニングの段階で自社と
してどのような仕掛けがで
きるか学びあいました。
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　６月24日(金)午後３時30分から、近江八幡商工会議所２
階大ホールにおいて、第173回通常議員総会を開催。
　堤専務理事開会宣言、尾賀会頭挨拶の後、定款に基づき
尾賀会頭が議長となり、議案審議に入りました。
　議案審議事項　①議員の職務を行う者の変更承認につい
て ②令和３年度事業報告について ③令和３年度一般会計並
びに各特別会計収支決算について、それぞれ慎重に審議さ
れ、何れも原案どおり可決承認されました。

６月24日(金）

第173回通常議員総会開催　
令和３年度事業報告・収支決算承認される

会　計　別 収　入 支　出 差引収支残高

一 般 会 計 99,813,082 88,575,817 11,237,265

中 小 企 業 相 談 所 特 別 会 計 52,982,987 52,982,987 0

共 済 事 業 等 特 別 会 計 22,253,554 22,253,554 0

職員退職給与積立金特別会計 21,691,921 0 21,691,921

労働保険事務組合（特別会計） 37,516,210 37,516,210 0

労働保険事務組合（一般会計） 3,672,601 3,672,601 0

シ ー ズ バ ン ク 会 計 322,932 0 322,932

合　　　計 238,253,287 205,001,169 33,252,118

令和３年度
収 支 決 算 総 括 表

（令和３年４月１日〜令和４年３月31日） （単位：円）

創業reviewセミナー開催

６月19日(日)

　創業についてゼロから学ぶキックオフセミナーをオンライ
ンにて開催しました。
　講師には中小企業診断士の安田勝也先生をお招きし、参加
者８名に具体的なエピソードを交えながら創業とは、創業に
はどのような準備が必要かなどを解説いただきました。
　今月からはトライアルショップ事業が始まるなど引き続き
創業支援メニューを実施予定です。創業支援を通じて地域活
性化に寄与する事業者の育成に取り組んでまいります。

はちまん創業塾2022 開催

７月10日(日) ～８月28日(日)

あなたの夢をカタチに！「はちまん創業塾2022」
　独立開業を目指す方を対象としたセミナー「はちまん創業
塾」(講師：中小企業診断士　安田勝也氏 他)を開催。新たなチャ
レンジを志す19名が参加されました。計６回の講座を通して、
創業の心構えや経営に関する知識の習得の他、グループワー
クなど受講者間での交流も図りました。最終日にはビジネス
プラン発表会を実施し、各々の目指すものについて熱く語っ
ていただきました。
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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
初月の月謝10％割引！

（Y's Ballet Art）

近江八幡市中村町47-2　
ミモザホール 

【子どもクラス】
月謝：7,000円より
３歳〜小２：金・土　
小３〜小５：水・金・土
小６〜中学生：水・金・土

【大人クラス】
月謝：6,000円より。ビジター可。
水(夜)、木(午前)、土(午後)　
トゥシューズクラスもあり

　うちの子踊るのが好きそう！ステキな衣裳を着て舞台の世界を味わい
たい！大人になってからバレエってできるの…？
　できます！解剖学の知識も持つ講師が楽しく安全に３歳〜大人の方ま
で丁寧に指導いたします。

中村町西

Y’s Ballet Art

中村町
2ガスト

ガソリン
スタンド

スギ薬局

中村児童
公園

大津能登川長浜線

至近江八幡駅↓

●

●
●

●

開講クラス（価格は全て税込表示）

所在地

お問合せ ysballet.art@gmail.com

「あなた」を大切に。楽しくバレエを！

ボクシングスタジオHOPEE

2022年９月１日～10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２回は、竹を使った製品を作られている有限会社竹松商店をご紹介します。

第158号♪

Y's Ballet Art

ホームページは
こちらから

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。

　創業136年目を迎える有限会社竹松商店。琵琶湖の湖
岸の良質な竹を使って、様々な竹製品を作っています。
　製品は竹材づくりから始まり、約１年がかり。厳冬の
１月～２月、熱湯を使って１年分の青竹の油分を抜き、
加工しやすい材料にします。長い竹を熱湯に入れ、頃合
いがきたら出してすぐに油分をしっかりと拭き取ること
の繰り返し。冬でも汗が噴き出てきます。その後、１～
２か月天日干しし、青竹が白っぽい色になると、職人が
製品にしていきます。
　主力製品は、全国シェア約70％を誇る提灯弓。提灯を
張る弓状の持ち手の部分です。提灯の種類によって長さ、
形、曲げ具合などが異なるため、数えきれない種類を作っ
ているそう。採寸して節などを取り除き、熱を加えて曲
げ、仕上げを行うまで全てが手作業。１日２～３人がか
りで200 ～ 300本も作られ、全国の提灯となっています。

　おすすめの製品は、モダンなデザインのスツールと
テーブルのBBシリーズ。１キロ未満の軽さで、400キ
ロまで耐荷重があり竹の強靭さが活かされた商品です。
24,200円（税込）～。竹松商店のHPと、近江八幡市内
の「暦～こよみ～ Local Life & Crafts（近江八幡市仲
屋町中21 まちや倶楽部内）」にて購入できます。

有限会社　竹松商店

住所：近江八幡市中村町703
電話番号：0748-33-3268

竹松商店HP

▲提灯弓の制作 ▲BBシリーズ
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