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　今年１月末の大雪で我家の２階の屋根が半壊しましたが、保険で対応できました。「まさかの事態」に備えて
おくことは大事ですね。商工会には、いざと言う時に頼りになる様々な共済制度があります。自分の身を守る商

工会福祉共済制度には加入されていますか？当商工会も各商工会館を閉鎖し、事務所の一本化へと慌ただしい１年でした。今後も会員の身近
な商工会であることには変わりありません。広報紙も充実した内容でお届けできればと思います。　　　　　　　　　 　　　　　　 （H.O）
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問　　題　琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例
で、外来魚の再放流の禁止対象水域は３つで
すが、１、琵琶湖　２、西の湖　あと一つは
何湖でしょうか？

応募方法　・クイズの答え
　　　　　・ご希望の店名（広告掲載の６店舗から選

んでください。）

発行人：東近江市商工会　東近江市池庄町 505 番地　TEL.0749−45−5077

　　　　　・郵便番号　住所、氏名、年齢、電話番号を記
入の上、官製ハガキ又はFAXで応募してくだ
さい。

応募締切　平成30年２月15日（木）必着

送 り 先　〒527-0113　東近江市池庄町505番地
　　　　　東近江市商工会　広報係　宛
　　　　　FAX　0749-45-5088
・商品券の発送をもって当選者の発表とさせて頂きます。
・抽選の結果、お店はご希望に添えないことがあります。
・個人情報は、抽選の目的以外は使用しません。

読者プレゼントクイズ
商品券3,000円分を12名様にプレゼント

第19号読者プレゼントクイズ 問題 答え

お願い 住所、代表者など変更があれば事務局までお知らせください。

「188（いやや！）」は何の番号？ ②消費者ホットライン

小幡でこ
五個荘小幡町に伝わる約300年の歴史を誇る郷土人形「小

幡でこ」。カラフルな色使いと土人形ならではの素朴なぬ

くもりが特徴で、干支の動物と縁起物を組み合わせたユ

ニークな作品もある。現在「小幡でこ」を制作するのは、

９代目当主 細井源悟さんただ一人となった。

東近江市石塔町

ペットボトルイルミネーション
（ファイナル）

竹の鼻文化センター横の草の根広

場、地域の子どもたちと大人が交流

とエコを目的に作り始めてから15年

目を迎え、2017年で最後の開催とな

ります。約1万5000本のペットボト

ルが輝きます。

会員数 1,449名
（平成29年11月30日現在）

№212017.12
商工会報

［会員満足向上運動］ 商工会は 行きます 聞きます 提案します

彦根市立図書館　所蔵



市行政との懇談会を開催

　10月27日（金）、クレフィール湖東において、小椋
市長を始め、商工会担当の市幹部職員と商工会正副会
長・筆頭理事等との懇談会を開催しました。初めに川
瀬会長から小椋市長へ平成30年度市補助金要望書が手
渡されました。その後、「小規模企業振興に関する条
例の制定について」、「各商工会館について」、「事
務所の借用について」、担当役員から要望等を行った
後、行政と商工会が忌
憚のない意見交換を行
いました。当会にとっ
ては、今後の事業推進
に弾みの付く有意義な
懇談会を開催すること
ができました。

第４回
チャリティーゴルフ大会開催

第４回
チャリティーゴルフ大会開催

　10月４日（水）、名神八日市カントリー俱楽部で第４
回会員親睦チャリティーゴルフ大会を開催しました。
　秋晴れの中、77名の参加者がプレーを楽しみました。
　懇親会を兼ねた表彰式は、個人・団体の表彰があ
り、大いに盛り上がり親睦を図ることができました。
　また、チャリティー募金は、東近江市立湖東中学
校へ教育の推進のため寄贈しました。

個人の部　優　　勝　佐川　喬彦さん（蒲生支部）
　　　　　準 優 勝　野邑　洋介さん（蒲生支部）

団体の部　優　　勝　蒲　生支部
　　　　　準 優 勝　能登川支部

第6回 会員親睦グラウンドゴルフ大会開催
　10月18日（水）、能登川ふれあい運動公園グラウン
ドゴルフ場で、第６回会員親睦グラウンドゴルフ大会
を開催しました。
　当日は、台風の影響を心配していましたが、秋晴れ
の穏やかな天候の中参加者40名が楽しくプレーし、相
互の親睦を図ることができました。

 優　勝　川添　頼昭さん（五個荘支部）
 準優勝　田中　政枝さん（五個荘支部）　

　11月９日（木）、いなべ市商工会との交流会を開催
しました。三重県を結ぶ石榑トンネルが開通して以来
継続している事業で、今回で10回目を迎えました。事
務所が一本化になって初めての交流会のため、事務所
の紹介と互いの事業等について情報交換を行った後、
場所を五個荘・雛人形東湖さんの工房兼店舗に移動し
て近江上布を使った
コースター作りを体験
しました。いなべ市商
工会は、毎月全会員を
巡回することで会員サー
ビスに努めておられ、当
商工会にとっても大変参
考になりました。
　来年度はいなべ市商
工会で開催することが
決定し、有意義なうち
に交流会を終えまし
た。

三重県・いなべ市商工会との交流会

事業推進優良商工会表彰を受賞事業推進優良商工会表彰を受賞

　11月16（木）、東京・ＮＨＫホールで開催されました第57回商工会全国大会におき
まして、平成28年度補正で追加公募されました小規模事業者持続化補助金の件数が県下
トップの63件、職員１人当たりの件数が3.5件と県平均の倍以上の実績が評価され県内
で唯一全国表彰を受賞しました。

総会報告及び活動報告

商業部会　視察研修会
部会長　日根野　亮一

建設業部会　研修会・交流会
部会長　加藤　清和

工業部会　講演会・交流会
部会長　岸本　邦臣

サービス業部会　小椋市長との懇談会
部会長　井ノ口　章善

　と　き：平成29年10月26日（木）
　ところ：岐阜県郡上市

　昨年度に引き続きサービス部会・商業部会の合同視察研
修会を実施しました。当日は、台風21号が去った後に、次の
22号が接近するという状況の中で、心配していた天候も素
晴らしい秋晴れに恵まれ、早朝より岐阜県郡上市に向けて
出発しました。
　まず、明宝ハムの工場でハムができるまでの工程（肉の解
体工程 → 製造工程 → ボイル殺菌工程 → 検品工程）をガラ
ス越しに見学し、各種のハム＆ソーセージを試食させてい
ただきました。保存料などの添加物を極力使わず手作りに
こだわったハムで、ていねいな仕
事ぶりに感心しました。
　その後、郡上八幡にて昼食をと
り、まちなみ散策（各自自由行動）
した後、サンプル体験をしまし
た。ここでは、スタッフさんに教
えてもらいながら、蝋でレタスや
天ぷら食材（エビ、なす、ピーマン
など）のサンプルを作りました。
　部会員同士の交流も深まり有
意義な１日となりました。

　と　き：平成29年11月17日（金）
　ところ：永源寺温泉八風の湯

　昨年度に引き続き永源寺温泉八風の湯において、研修会
及び交流会を開催しました。
　研修会では講師に、近江八幡税務署　巽　個人税第一部
門統括官をお迎えし、「税務調査の留意点について」と題し、
税務調査で指摘のあった具体的事案をあげ留意点の解説、
及び、新年度の所得税改正点について説明をいただき、意
義ある研修会となりました。
　税務の知識は、事業経営を行って行く上で重要であり、
消費税の増税も予定されており、税法も適宜改正が行われ
知識の更新も必要です。
今後、部会としても、こ
のような研修機会を定期
的に持ち、税務知識の普
及に努めていきたいと思
います。
　研修会終了後交流会を開
催。終始なごやかな雰囲気
で交流を深めることができ
とても有意義なひと時を過
ごすことができました。

　と　き：平成29年11月27日（月）
　ところ：愛東菜の花館

　部会員の自己研鑽と懇親を深めることを目的に講演会を
開催しました。今回の講師には、ＮＰＯ法人愛のまちエコ
倶楽部　事務局長　
増田　隆氏から、「菜
の花プロジェクトか
らうまれてきたもの」
というテーマで話を
していただきました。
部会員の皆様は、講師
の話に頷きながら、地
元をより理解しよう
と努めていました。
　講演会終了後、クレ
フィール湖東に移動
し、和やかに部会員同
士の親睦を深めまし
た。

　と　き：平成29年9月29日 (金 )
　ところ：能登川　鮒清

　東近江市が誕生し、早や13年の月日が経ちました。我々
東近江市の住民として「誇れるまちをもっと知ろう、もっ
と住みやすいまちにしよう」と小椋市長を招いて、今後の
東近江市の構想について話をしていただきました。講演形
式ではなく、出席者の意見を言いやすいように食事をしな
がら話を聴いたり質問したりと盛り上がった懇談会でし
た。直接小椋市長から話が聴ける貴重な経験ができ、今後
の部会の活動に活かしていきたいと思います。
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「ビジネスプラン作成セミナー」を実施
　10月20日を皮切りに、湖東支所２階において、加藤中小企業診断士を講
師に迎え、ビジネスプラン作成セミナーを３回シリーズで実施しました。
　講習会では、決算書の読み方、売りたい商品と売るべき商品の違い、利
益を出すための価格決定の考え方などを学びました。その後は、少人数の
ざっくばらんなグループワークで、お互いに意見を出し合いながらビジ
ネスプランを作成しました。
　セミナーを通して、何をどのように売るべきか、経営者として何に
注力すべきかなど、今後の商売に向けた取り組み方を学ぶことができ
ました。後日、作
成したプランで
発表会を行い、
花久造園の三上
良樹さんが最優
秀賞に選ばれま
した。

総会報告及び活動報告

東近江市商工会青年部 部長　西村　高明

東近江市商工会女性部 部長　植田　すえ子

チャリティーボウリングで善意を届けました
　10月４日（水）、第１回チャリティーボウリングを開
催しました。
　あくまでも競技を競い合うのではなく、目的はチャリ
ティーということで参加者を募りました。ガーターを出
したら100円を募金箱に入れるというルールです。
　最近あまりしなくなったボウリングですが、得意な人
やそうでない人合わせて30人というたくさんの人が
参加され、「私苦手なの」と言いながらもストライク続
きの人やガーターで募金をする人など会場は歓声と笑
い声が響きわたっていました。
　一人２ゲームを終えガーターを出した人だけでなく
今日１日楽しく過ごせた
人にも温かな気持ちを
募金箱に収めてもらい
ました。結果20,525
円全額を東近江市社会
福祉協議会へ商工会女
性部の気持ちを添えて
寄付しました。
　同時にペットボトルの
キャップも集め、あゆみ
作業所へ贈呈しました。
今後もこういった取り
組みを進めたいと思っ
ています。

おもてなし交流事業「ようこそ東近江市へ！」
　11月７日（火）、岐阜県から飛騨地区商工会女性部員19
名を受入れました。午前中は、五個荘金堂地区の町並みを
ボランティアガイドによる話を聞きながら散策され、「もう
一度ゆっくる訪れたい」との声を聞きました。昼食は場所
を愛東地区の赤そばの里に移動し、季節の食材を使っての
お料理と赤そばに舌鼓みです。今回はそば打ち体験がな
かったので残念でしたが、庭先では女性部員の店で取扱っ
ている物産を販売し飛ぶように売れ、益々おもてなし交流
事業に力が入ります。
　今後は、12月７日に富山県小矢部市商工会女性部、１月
17日はお隣の桑名市商工会女性部からの受入れが決まっ
ています。
　東近江市商
工会女性部、こ
れからも全国
へ向けて発信し
ます。

「東近江 学び！発見！！」の放送
（９月～11月）
　当会青年部が制作し、東近江スマイルネッ
トで放映する、情報番組事業「東近江 学び！
発見 !!」を実施しました。今回は各支部より１
名ずつ、合計６名の発表者が出演。赤レンジャ
イのインタビューや仕事の実演を交えなが
ら、それぞれが持つ技術や商売に対する思い
を語り、視聴者に伝えることができました。

支 部 だ よ り

蒲生支部
蒲生いきいきあかねフェア
　11月5日（日）東近江市蒲生支所駐車場にて、赤レ
ンジャイのダンスによりオープニングセレモニーを飾
る中、第20回目の蒲生いきいきあかねフェアが快晴
のもと行われました。多くのバザー出店、豚汁のふる
まい、バルーンショー、様々なステージイベントによ
り、地元の来場者を中心に大変なにぎわいでした。ま
た、当会青年部と女性部も朝からバザー出店に精を
出されていました。最後は毎年恒例のお楽しみ抽選
会ともちまきで締められ、熱い余韻を残しながらイベ
ントは幕を閉じました。

五個荘支部
てんびんの里　ふれあい広場2017
　毎年恒例の「てんびんの里　ふれあい広場」（主
催：同実行委員会）イベントが10月28日（土）に
五個荘中央公園で開催されました。
　今年は台風２２号が近づき、開催が危ぶまれま
したが雨天の中、決行されました。
　ステージでは、赤レンジャイショーが開催されま
した。また雨のためコミセン屋内の大ホールにて当
支部の会員である「Ｄａｎｃｅｓｔｕｄｉｏ　ＫＡＥＲＵ（ダンススタジオ　カエル）」さんのショーで盛上がると
ともに、本会や青年部による模擬店が立ち並び、活気あふれるイベントとなりました。最後にジャンボ抽選会
が行われ、老若男女多くの人が一喜一憂し、イベントを楽しみ、地域活性化が図られた１日となりました。

永源寺支部
みんなのふるさと祭り
　１１月１２日（日）、永源寺コミュニティーセンターにて「みん
なのふるさと祭り」が開催されました。会場には、朝から「う
まいもんバザー＆えーもんコーナー」の野菜や特産品を買い
求めてテント前には人だかりができていました。
　また、ステージでは、人気グループWD-4（ダブディフォー）やラチーノ学院、永源寺地域のゆるキャラ、か
えでちゃんのお誕生日会＆ゆるキャラ大集合等の出演があり大いに盛り上がりました。
　その他にも前々日の良い良いコンサート、前日の前夜祭もあり、地域の皆さんに楽しんでいただける内容
が盛りだくさんのイベントとなりました。
　このイベントの他にも永源寺地域では、紅葉で有名な大本山永源寺のライトアップや道の駅「渓流の里」
秋まつりも開催され、秋のイベントを「永源寺もみじまつり」と銘打って永源寺地域を盛り上げています。
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展示商談会の出展支援を行っています！
　東近江市商工会では会員事業者様の販路開拓支援として、展示商談会の情報提供から申し込み、出展のフォローアッ
プを行っています。下記の表は平成29年度に支援を実施している展示商談会の一例です。展示商談会にご興味ある事業
者様はぜひ東近江市商工会にご相談下さい。また、当会が支援する展示商談会の参加資格や出展助成には、事業計画書
の策定や当会指定講習会の参加等の諸条件を満たす必要がありますので、詳しくは東近江市商工会にお問い合わせ下さ
い。（ＴＥＬ：0749-45-5077）

＊上記の展示商談会の申込みは終了しました。

第12回アグリフード
EXPO東京

東京ビッグサイト
（東京都江東区有明）

1出展支援事業所数

平成29年8月23日～24日

滋賀のちいさな企業
食の展示商談会

滋賀県内SA・PA内の販売に係る
マッチング商談会

びわ湖大津プリンスホテル
（滋賀県大津市）

4出展支援事業所数

平成29年10月19日

平成29年11月23日～24日

ニッポン
全国物産展
2017

1出展支援事業所数

平成29年11月17日～19日

第85回
東京インターナショナル
ギフト・ショー春2018

東京ビッグサイト
（東京都江東区有明）

2出展支援事業所数

第1週
平成30年1月31日～2月3日
第2週
平成30年2月 7日～2月9日

第11回
アグリフードEXPO大阪

第15回
シーフードショー大阪

アジア太平洋
トレードセンター
（大阪府大阪市
住之江区南港北）

3出展支援事業所数

平成30年2月21日～22日

コラボしが21
（滋賀県大津市）

1出展支援事業所数

平成29年11月８日

池袋
サンシャイン
シティ

（東京都豊島区東池袋）

東近江市 day
い～もんうまいもん＆
日本酒バルー

ここ滋賀

（東京都中央区日本橋）

7出展支援事業所数

お知らせコーナー

年末調整による源泉所得税納付事務相談会
　商工会では、源泉所得税の納付等についての個別相談会を下記のとおり開催します
ので、ご相談のある方は都合のよい日時にご来所ください。
　相談会は、各支部事務所を臨時開設して行いますが、所属支部の相談日にご都合の
悪い場合は、他の支部会場でもご相談していただけますので、お越しください。
　また、納期は、平成30年１月22日（月）となっていますので、遅れないようにご
納付ください。

 ＜開催日および会場＞ 

支部名 会場名 １/５㈮ １/９㈫ １/10㈬ １/11㈭ １/12㈮
蒲　生 蒲生商工会館 ○ ○ ○
永源寺 永源寺商工会館 ○ ○ ○
五個荘 五個荘商工会館 ○ ○ ○
能登川 能登川商工会館 ○ ○ ○ ○ ○
愛　東 商工会

[東近江市湖東支所内] ○ ○ ○ ○ ○湖　東

 ＜受付時間＞ 　※いずれの会場も同じです
　午前９時30分～11時30分
　午後１時 ～ 4時

 ＜持参品＞ 
・�平成29年度所得税源泉徴収簿（賃金
台帳等の支払賃金のわかるもの）
・�保険料等控除証明書（生命・介護・
年金・地震・国民年金・国保等）
・�平成29年度扶養控除等申告書（本
人・扶養者の個人番号記入のこと）
・平成29年７月納付済み領収書
・�平成29年度の年末調整関係諸用紙
（税務署等より送付）
・�平成28年度の年末調整関係資料
・�個人番号を確認するための書類（個人
番号カードまたは、通知カード+運転
免許証等）
・印鑑
・�税務手数料（源泉事務5,400円／年）

平成29年分青色申告決算、所得税確定申告に係る個別相談会の開催について
　個人事業者の確定申告の期間は、平成30年２月16日から３月15日までです。東近江市商工会では、確定
申告時期に合わせて各支部に臨時相談場所を開設して個別相談会を実施します。
　詳細につきましては、後日、関係事業所様にご案内しますが、早めの対応により余裕を持って手続きできる
ように準備をお願いします。
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事業資金は利子補給制度のあるマル経融資で！

小規模事業者経営改善資金（マル経）融資制度のご案内

ご利用
いただける方

資金の使い道

限　　度　　額

融　資　期　間

利　　　　　率

・従業員20人以下（商業・サービス業は５
人以下）の小規模事業者

　※従業員は家族従業員、パートタイ
マー、法人の役員を除く

・東近江市商工会の地区内で１年以上事業
を営む方

・商工会の経営指導を６ヶ月以上受けてい
る方

・納期限の到来している所得税（法人
税）、事業税、住民税、消費税を完納し
ている方

・日本政策金融公庫（国民生活事業）の非
融資対象業種でないこと

設備資金・運転資金

2,000万円
※1,500万円超の融資を受ける場合
○融資前に事業計画を作成していただきます。
○融資後、残高が1,500万円以下になるまで
経営指導員が半年ごとに訪問して、事業
の進み具合をお聴きします。

設備資金　10年以内
運転資金　７年以内

固定金利　年1.11％
（平成29年11月30日現在）

■利用可能な人
・個人は住民登録が、法人は登記が１年以上
東近江市にあること（マル経融資の場合）

・契約日において東近江市で開業を予定し
ているか、開業後１年未満であり、個人
は住民登録が、法人は登記が東近江市に
あること（新規開業の場合）
・当初約定通りに償還していること
・市税の滞納がないこと

■利子補給額
　利子１％相当分について、融資を受けら
れた日から３年間（36か月間）補助しま
す。ただし1,000円未満は切り捨てとな
ります。

東近江市利子補給制度のご案内
　マル経融資とは、小規模事業者の皆様のために、商工会の推薦を受け、
日本政策金融公庫より無担保・無保証人で利用できる融資制度です。

　東近江市では「マル経融資」、「新規開業資
金」の新規融資について「利子１％」を３年
間補助しています。１月は、利子補給制度の
申請月になります。対象の方は期日までに申
請をお願いします。

※必要書類等、詳しい内容については商工会までお問い合わせください。

最低賃金改定のお知らせ
●滋賀県最低賃金は、平成29年10月５日から

１時間  813円 となります。
　滋賀県最低賃金は、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。最低賃金は賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。
（特定の産業には特定（産業別）最低賃金が定められています。）

　子育てをしながら働き続けられるよう、仕事と家庭の両立を図
ることは大変重要です。
　平成29年10月１日から、改正育児・介護休業法がスタート
しました。その内容は次のとおりです。
　また、就業規則（育児・介護休業規定）をこの内容に則して改
正する必要があります。
❶�育児休業期間が、保育所等に入所できないなど一定の場合に
は、子が１歳６か月経過後、２歳になるまで再延長できます
（この場合、育児休業給付金も２歳まで受給できます。）。

❷�事業主は、労働者又はその配偶者が、妊娠・出産したことを
知ったときに、当該労働者に対し、個別に、育児休業等に関す
る制度を知らせるよう努めることが必要です。

❸�未就学児（小学校入学前の子）を養育する労働者が働きながら
子育てしやすいよう、育児に関する目的のために利用すること
ができる制度を設けるよう努めることが必要です。

（問い合わせ先）滋賀労働局雇用環境・均等室 TEL 077ー523ー1190
http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

【事業所のみなさまへ】育児・介護休業法が改正されました
　無期労働契約への申込権が本格的に発生する平成30
年４月まで、いよいよ残り半年。

無期転換ルールとは？
　有期労働契約が更新されて通算５年を超えたとき
は、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労
働契約（無期労働契約）に転換できるルールです。
※�通算５年のカウントは平成25年４月１日以降に開始
した有期労働契約が対象です。

対象となる労働者
　原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」
が同一の会社で通算５年を超える全ての方が対象です。
契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員など
の名称は問いません、また、年齢も問いません。

［問合せ先］滋賀労働局　雇用環境・均等室　
「無期転換ルール特別相談窓口」

電話 077ー522ー6648

はじまります、「無期転換ルール」
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※この広告欄は、会員事業所の PR・お知らせ等にご利用下さい。

　今年１月末の大雪で我家の２階の屋根が半壊しましたが、保険で対応できました。「まさかの事態」に備えて
おくことは大事ですね。商工会には、いざと言う時に頼りになる様々な共済制度があります。自分の身を守る商

工会福祉共済制度には加入されていますか？当商工会も各商工会館を閉鎖し、事務所の一本化へと慌ただしい１年でした。今後も会員の身近
な商工会であることには変わりありません。広報紙も充実した内容でお届けできればと思います。　　　　　　　　　 　　　　　　 （H.O）

編 集 後 記

問　　題　琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例
で、外来魚の再放流の禁止対象水域は３つで
すが、１、琵琶湖　２、西の湖　あと一つは
何湖でしょうか？

応募方法　・クイズの答え
　　　　　・ご希望の店名（広告掲載の６店舗から選

んでください。）

発行人：東近江市商工会　東近江市池庄町 505 番地　TEL.0749−45−5077

　　　　　・郵便番号　住所、氏名、年齢、電話番号を記
入の上、官製ハガキ又はFAXで応募してくだ
さい。

応募締切　平成30年２月15日（木）必着

送 り 先　〒527-0113　東近江市池庄町505番地
　　　　　東近江市商工会　広報係　宛
　　　　　FAX　0749-45-5088
・商品券の発送をもって当選者の発表とさせて頂きます。
・抽選の結果、お店はご希望に添えないことがあります。
・個人情報は、抽選の目的以外は使用しません。

読者プレゼントクイズ
商品券3,000円分を12名様にプレゼント

第19号読者プレゼントクイズ 問題 答え

お願い 住所、代表者など変更があれば事務局までお知らせください。

「188（いやや！）」は何の番号？ ②消費者ホットライン

おしゃれですっきり
ミセス向きの着心地のよい
デザインの手作り洋服

〒529-1534 滋賀県東近江市鈴町38番地
ソーイングアトリエ andante
OPEN　10時～15時
定休日　日曜日・不定休　連絡先　090-7968-6007

隠れ家のようなプライベートサロン
髪も心も芯からリフレッシュ・・・
ゆったりした贅沢な時間を
お過ごしいただけます

東近江市下中野町605-6
OPEN　9：00～18：30
定休日　毎月曜・第1火曜日
T E L 　0749-46-1116〈要予約〉

焼肉 しらとり
人気の秘密は、
安さと秘伝の自家製タレ。
レバーやハートなどが
格安で食べられます！

TEL　0748－23－1924

営業時間　17:00～21:00
定 休 日　毎週火曜日
住　　所　東近江市瓜生津町472

魚幸商店

☎  店0749-45-2623
      卸0749-45-1343
FAX.卸0749-45-1408
東近江市下岸本町77
（平和堂フレンドマート湖東店内）

営業時間／9：00～21：00  
定休日／年中無休
駐車場／乗用車100台
H.P／http://www.uo-kosyouten.com

　小売店は、平成元年に開業して以来27年にな
ります。鮮魚（お造り、船盛等）、惣菜（オードブル、
焼祝鯛等）、御寿司（盛合せ）の販売店です。
　卸店は、明治初期の創業以来100年余り、琵
琶湖産の湖魚を中心として、養殖魚、鮒寿司、川
魚の佃煮等の販売をしております。

川魚の事なら何でも魚幸商店にお任せ下さい。

事業所紹介コーナー


