
御池岳
鈴鹿山脈から供給される豊かな森林資源や
水資源を次世代に継承するため、東近江市の
数ある鈴鹿の山峰から10座を認定していま
す。御池岳は、この中の最高峰で標高は
1,247m。山頂の平原は、国外にも通用する風
景（日本庭園、テーブルランド、ドリーネ、カル
スト）と言われ、オオイタヤメイゲツの群落地
でもある。

会員数 1,433名
（平成30年12月5日現在）

№252018.12
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［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



平成31年度市補助金
要望と地域の活性化
等について懇談

　10月26日（金）、八日市ロイ
ヤルホテルにおいて、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。初めに足
立会長から小椋市長へ平成31年
度市補助金要望書が手渡されまし
た。その後、「地域活性化策に対
する支援について」、「ポイント
カードの導入について」、「商工
会館の現状について」、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。今後の事業推進や地域活
性化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。

　11月２日（金）、いなべ市商工会との交流会を開催しました。三重
県とを結ぶ石榑トンネルが開通して以来、交流を続けており今年で11
回目を迎えました。今回はいなべ市商工会が幹事を務めていただきま
したので、いなべ市商工会へ表敬訪問しました。交流会では商工会が
行っている事業について、互いに情報交換を行い、有意義な交流会に
なりました。交流会後は、いなべ市が特産品開発に力を注いでいるそ
ば打ち体験を行いました。実際に
そばを打ってみると水とそば粉の
配合や練る力との絶妙なバランス
が難しく、そば打ちの奥の深さを
体験することができました。
　来年度は当商工会で開催するこ
とが決定し、有意義なうちに交流
会を終了しました。

　10月３日（水）、名神
八日市カントリー倶楽部
で第５回会員親睦チャリ
ティーゴルフ大会を開催
しました。
　秋雨前線や台風到来の
影響で雨や曇り空が続く

中、当日は朝から爽やかな秋晴れに恵まれ、参加者87名
は普段の仕事を忘れて好プレーを続発しながら、和気あ
いあいの中、会員相互の懇親を図ることができました。
　懇親会を兼ねた表彰式では、個人・団体の部の表彰を
行い、大いに盛り上がりました。
　なお、入賞された皆さんや支部は次のとおりです。

個人の部　優　勝　　上林　健一さん（能登川支部）
　　　　　準優勝　　石井　悟志さん（能登川支部）
　　　　　第３位　　廣田　大樹さん（湖東支部）
団体の部　優　勝　　能登川支部
　　　　　準優勝　　湖東支部
　　　　　第３位　　蒲生支部

　10月３日（水）に開催した第５回会員親
睦チャリティーゴルフ大会で集まったチャリ
ティー募金88,000円を市立能登川中学校へ寄
付しました。この募金は、市内商工会地域の市
立中学校へ順番に寄付しています。当日は、当
商工会の広瀬副会長から山本校長に「生徒会活
動やクラブ活動の資金として少額ですが役立て
て下さい。」と願いを込めて渡されました。同
中学校は、「活力と潤いに満ちた学校の創造」
を学校教育の目標に掲げられており、チャリ
ティー募金が学校教育に役立つことを願うもの
です。

　第７回目の開催となりました会員親睦グラウンドゴルフ大会は、10
月25日（木）に「愛知川河川敷広場」で開催しました。
　当日は、朝から秋晴れの穏やかな天候に恵まれ、参加者43名の皆さ
んは楽しくプレーされ、大いに会員相互の
親睦を図ることができました。
　なお、入賞者の皆さんは次の方達です。

優　勝　川添　頼昭さん（五個荘支部）
準優勝　疋出　弘文さん（永源寺支部）
第３位　川原﨑　宏さん（能登川支部）

第５回チャリティーゴルフ大会開催 チャリティー募金を
市立能登川中学校へ寄付

第７回会員親睦グラウンドゴルフ大会開催

三重県いなべ市商工会との交流会を開催
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　東近江市商工会では、地域地場産業のＰＲ、特産品の販売
促進の為、地域イベントの中で広域物産展を開催しています。
　今年は、10月20日（土）開催の「能登川ふれあいフェア」ま
た、11月11日（日）には、「蒲生いきいきあかねフェア」、「永源
寺みんなのふるさと祭り」で開催しました。
　各イベントとも、天候にもめぐまれ多くの来場者があり、地
域の特産品や、和菓子などの商品を、多くの方に購入いただき
販売促進に繋げる事ができました。
　また、物産展に併せ経営支援事業のアンケート調査も行い、
来場者の方に新商品の感想を聞き取ることが出来、地域の動
向を知る機会となりました。

　11月15日（木）の第58回商工会全国大会に
おいて、平成29年度の実績に基づき会員福祉共
済の部・優秀商工会で表彰されました。ご加入い
ただいた会員皆様に感謝申し上げます。

表彰
していただきました！

秋のイベントで

広域物産展を開催

滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」催事
『東近江・安土で育む

故郷まるごと再発見』開催
　去る11月22日（木）、23日（祝）、24日
（土）の３日間、昨年、東京都にオープンした
「ここ滋賀」にて、安土町商工会と共催で「東
近江・安土で育む故郷まるご
と再発見」を開催しました。
この催事は、商工会が事業計
画の策定を支援した事業所の
商品販売や東近江市を動画
でＰＲし、３日間共、多くの
来場者で大変賑わいました。
販売スペースや、商品構成や
数量など、今後、検討の余地
もありますが、首都圏にて多
くの方に会員事業所の商品を
知っていただくことができ、
今後の販路開拓につながる事
業となりました。

地域活性化委員会
「ここ滋賀」等視察研修会開催
　去る、11月22日(木)～23日(金・祝)に経営発達支援
事業を共同で行っている安土町商工会と合同で10名の活
性化委員会を中心とする商工会役員が視察研修を行いま
した。

　視察先は、東京にある滋賀県情報発信
拠点「ここ滋賀」及び築地から移転し、
10月11日（木）に開場され一般見学
が始まった豊洲市場、二日目は、全国商
工会連合会が運営する「むらからまちか
ら館」を中心に周辺にある広島県・北海
道・山形県他のアンテナショップの視察
を行い、実際の現場を目の当たりにし、
他府県との出店商品の違いや販売方法
等、今後の販路開拓に気づきが得られま
した。また、安土町商工会役員との情報
交換も活発に行われ、今後の事業でも連
携を図れる手応えを感じた有意義な研修
会になりました。
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部会報告及び活動報告

商業部会
部会長　日根野　亮一

視察研修会
エクシブに学ぶ　“プロのおもてなし”

と　き　10月22日(月)
ところ　エクシブ京都八瀬離宮

　商業部会とサービス業部会は、合同で県外視察研修会
を実施しました。研修先は、エクシブ京都八瀬離宮で実際
にホテルの新入社員研修として行われている身だしなみ
や接遇、挨拶などについて、支配人の岡本篤史氏よりご講
演をしていただきました。
　大切な出会いを次のステップにつなげる第一印象は、
最初の約６秒～30秒で決まってしまうとのことで、視覚
で見る身だしなみや表情、聴覚で聞く声のトーンや話し
方のスピード、会話の内容な
ど言葉遣いに気を配る必要が
あることを教えていただき、
今後接客をする上で大変参考
になる内容でした。
　その後の懇親会では、イタ
リアンのコース料理に舌鼓を
打ちながら、部会員同士の交
流を図ることができ、大変有
意義な研修会となりました。

建設業部会
部会長　村林　則夫

研修会・交流会

と　き　11月28日（水）
ところ　永源寺温泉八風の湯

　11月28日（水）、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。
　研修会では滋賀働き方改革推進支援センターの特定社
会保険労務士森島氏、福元氏から「働き方改革関連法と助
成金」と題して、事業を行う上での留意事項等について具
体的事案をあげ解説していただき、併せて労務関連助成
金の説明もあり意義のある研修会となりました。
　今後、当部会としても、このような研修機会を定期的に
持ち、労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、交流会を開催し、終始なごやかな雰囲気
で交流を深めることができ、大変有意義なひと時を過ご
すことができました。

工業部会
部会長　岡田　喜吉

視察研修会

と　き　11月8日（木）
ところ　株式会社青山・コクヨ工業滋賀

　工業部会では、11月８日（木）に視察研修会を開催しま
した。本年度は市内にある株式会社青山を訪れ、国内でも
数台しか導入されていない機械を見学させていただきま
した。近年話題となっている外国人労働者の雇用に関し
ても、先進的な取り組みをされている事業所ということ
で、参加者も興味深く聞き入っていました。
　また、コクヨ工業滋賀では、「買う身になって作りま
しょう」という精神のもと、地元滋賀にある琵琶湖を守る
ための活動や「基本道場」という「５Ｓ活動」の具体的な取
り組みを学びました。最新技術が整っている現場に参加
者も熱心に見学され、大変有意義な研修会となりました。

サービス業部会
部会長　山本　直彦

支部別交流会

と　き　9月18日（火）・9月21日（金）・11月30日（金）
ところ　永源寺温泉 八風の湯・居酒屋 翠月・鮒清

　サービス業部会では、部会員の皆さんに部会の活動内
容や部会員同士の懇親を図るため、２支部毎に交流会を
開催しました。
　9月18日（火）は、蒲生・永源寺支部が永源寺温泉「八風
の湯」で開催。9月21
日（金）は、愛東・湖東支
部が居酒屋「翠月」で開
催。11月30日（金）は、
能登川・五個荘支部が
「鮒清」にて開催しまし
た。普段、部会活動に
参加できない部会員に
活動内容を知っていた
だく良い機会となりま
した。また、同じ支部に
いても普段顔を合わさ
ない部会員同士の懇親
を図ることができま
した。

株式会社 青山 コクヨ工業 滋賀

「東近江　学び！発見！！」放送
（９月～11月）

　東近江市商工会青年部が制作する情報番組
事業「東近江　学び！発見！！」を実施しま
した。今回も各支部より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。

「東近江市商工会青年部冊子」１月完成！
　若手後継者等未来創造事業補助金により、
赤レンジャイと青年部員の事業所を広く市内
外の人に PR する東近江市商工会青年部冊子
が１月に完成します。７月に冊子作成セミナー
を開催し、各部員が、自社のキャッチコピー、
PR ポイント、目指す未来を考えページを作
成しました。今後、青年部事業所や赤レンジャ
イ出演イベントなどで配布する予定です。

「おもてなしの心を大切に」
　11月14日（水）、近江八幡市のル・ポアン・ドゥ・ヴュにおいて、元山
形新幹線「つばさ」の伝説カリスマ販売員の茂木久美子氏を講師にお招
きして東近江市商工会女性部恒例の経営講演会を開催しました。
　琵琶湖と鮮やかな紅葉が眺められる会場と有名な講師とあって、多く
の部員に参加していただきました。
　茂木氏が伝説のカリスマ販売員として一躍有名になられたのには、努
力と仕事に対する向上心であり、マニュアル通りにいかないことに直面
しても、前向きに取り組む仕事術には感銘を受けました。おもてなしの
心は、ただ単に言葉がけのコミュニケーションではなく、心と心の言葉
なきコミュニケーションでもあり、相手の心を思うことが一番大切なこ
とを実例を踏まえ熱弁され、笑いあり、涙ありの有意義な講演でした。

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

部会報告及び活動報告

表紙▶ ◀裏表紙
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力と仕事に対する向上心であり、マニュアル通りにいかないことに直面
しても、前向きに取り組む仕事術には感銘を受けました。おもてなしの
心は、ただ単に言葉がけのコミュニケーションではなく、心と心の言葉
なきコミュニケーションでもあり、相手の心を思うことが一番大切なこ
とを実例を踏まえ熱弁され、笑いあり、涙ありの有意義な講演でした。

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

部会報告及び活動報告

表紙▶ ◀裏表紙
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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30年度に支援を実施している展示商談会の一例です。今後もあと２会場で開催されます
が、今期の展示商談会の申込みは終了しましたので、来期の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）

滋賀のちいさな企業
食の展示商談会

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30年10月10日

第86回
東京インターナショナル
ギフト・ショー春2019

東京ビッグサイト
（東京都江東区有明）

3出展支援事業所数

平成31年2月12日～2月15日

ニッポン全国
物産展2018

池袋サンシャインシティ
（東京都豊島区東池袋）

1出展支援事業所数

平成30年11月16日～18日

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）

6出展支援事業所数

平成31年2月20日～21日

第12回
アグリフードEXPO大阪

第16回
シーフードショー大阪

第６回観光商談
マッチングフェア2018

ヒューリック浅草ビル
（東京都台東区浅草橋）

1出展支援事業所数

平成30年12月5日

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30年11月14日～16日

新価値
創造展2018

第13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）

2出展支援事業所数

平成29年8月22日～23日

東近江・安土で育む
故郷まるごと再発見

ここ滋賀
（東京都中央区日本橋）

8出展支援事業所数

平成30年11月22日～24日

済 済 済

済
済

済

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、地区コミセン、商工会館等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31年１月21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＞ 

1/7 1/8 1/9 1/10 1/11
月 火 水 木 金

市役所湖東支所 〇 〇 〇 〇
永源寺商工会館 〇 〇 〇
蒲生コミセン 〇 〇 〇
五個荘コミセン 〇 〇 〇
能登川コミセン 〇 〇 〇 〇

 ＜受付時間＞ 
※いずれの会場も同じです
　午前９時30分～12時00分
　午後１時 ～ 3時

＜事務手数料＞
・�事務手数料（基本手数料�3,240
円、従業員2名以降1名につき
1,080円）

平成30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31年２月18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地区コミセン等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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軽減税率対象

軽減税率対象外

軽減税率制度ってなに？

軽減税率の対象品目は何？

税率はどうなるの？

実施時期はいつなの？

○酒類・外食を除く飲食料品
○週２回以上発行される新聞（定期購読契約に基づくもの）

標準税率１０％（消費税率７．８％ 、地方消費税率２．２％）
軽減税率 ８％（消費税率６．２４％、地方消費税率１．７６％）

平成３１年（2019年）１０月１日
（消費税率引上げと同時）

消費税の軽減税率制度が実施されます！

《 軽減税率の対象となる飲食料品の範囲》

飲食料品

人の飲用又は食用に供されるもの

＝

※　一定の一体資産は飲食料品に含まれます。

一体資産（※）

ケータリング等

外食テイクアウト・宅配等

酒類

医薬品・
医薬部外品等

有料老人ホーム等
で行う飲食料品の

提供
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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。

　今年は、強烈な夏の猛暑、大阪北部の地震、東日本豪雨、多数の台風の到来等、多くの自然災害が発生し被災された皆
様には心よりお見舞い申し上げます。自然災害が多発する中で、商工会会員の皆様のご協力をえて各支部の秋のイベント、
各部会の研修会、本会の事業と各種セミナー等を無事に終えることができました。来年も、Higashiomiを通じて会員の

皆様により良い情報を発信できるように広報委員全員が一丸となって、より良いHigashiomiを作って参りますので、皆様のご支援ご協力をよろし
くお願いします。（S・O）

編 集 後 記

問　　題　旧の能登川町には、およそ40基の古墳と頂上に観音様がお祀りされて
いる標高267.5mの猪子山があります。夜には頂上から能登川の夜景が
楽しめます。また、ふもとにある公園では、４月上旬の桜の見ごろに
は約70本のソメイヨシノが咲き誇ります。さて問題です。猪子山頂上
にお祀りされている観音様の名前は？（ヒント：漢字９文字です。）

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。）
　　　　　・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。

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

応募締切　平成31年3月29日（金）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24号読者プレゼントクイズ 問題 答え

お願い 住所、社名、代表者など変更があれば事務局までお知らせください。

おぐら（小倉）城

お詫びと訂正 会報24号事業所紹介コーナーAge Lymph Care様のURLに誤りがありました。正しくは「http://alc-jp.net」です。

近江神宮で●●●百人一首のカルタ取り大会と同じ
名前の付いた城跡は何城？

住　　所：〒529-1541
　　　　　東近江市蒲生堂町467-1
T E L： 0748-55-0250
営業時間： 8：00～ 20：00
定 休 日： 不定休

看板娘のカグラも
お待ちしております

電池、LEDライト、LED電球、
脱臭アイロン、家電一式　他
取り揃えてお待ちしております！

地域密着の電機屋さん！
家電のお困りごとは当店へ

松村電機

蒲生支部

住　　所：彦根市東沼波町1219-22（ビバシティ平和堂近く）
電　　話：0749-30 -9123
営業時間：9：00 ～ 17 ：00（土・日・祝もレッスン 可）
商工会商品券は、レッスン料やアロマクラフトづくりにご使用いただけます

★短期講座から資格取得まで

アロマセラピー教室「Sherry」
個人レッスンやサークル活動など幅広く活動しています。
また、 身体の不調や心身のお悩みなどにも対応。 認知
症対応アロマやアトピー性皮膚炎など皮膚疾患の対応も
させていただいています。 手軽なアロマクラフトづくりも体
験していただけますので、 お気軽にお問い合わせください。

彦根 アロマ シェリー 検索 LINE＠ krc0094q

五個荘支部

愛のまち農家民宿

穂の香のしずく
　広い縁側とこぢんまりした
お庭のあるお宿ですが地元の
採れたて野菜を使ったランチ
もお楽しみいただけます。
　事前に予約をお願いします。 イメージです

住　所：〒527-0166 東近江市愛東外町716
電　話：090-3055-7588

愛東支部

永源寺支部

近江牛なら『いろは』におまかせ！
産地ならではの新鮮さ！おいしさ！そしてリーズナブルな価格！

住　　所：滋賀県東近江市猪子町420番地
営業時間：9:30～ 19:00
定 休 日：毎週水曜

能登川支部

毎日のお疲れ溜めてませんか？
お身体冷えてませんか？
そんな方に…
・ソフト整体・足ツボ　その他…

営業日： 月・木曜日（木曜日は午後から）他不定期予約優先
住　所： 東近江市勝堂町９９６－２
　☎　： 070-2296-9966

LINE＠

まずは、ご連絡ください。

＊心と技で、あなたに～ゆとり～のお手伝い＊
湖東支部

事業所紹介コーナー


