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全国に広がる「菜の花エコプロジェクト」は、1998年に
愛東から始まった地域内循環モデルで、地域自立を促す
プロジェクトです。毎年、この地域には菜の花がいっぱ
い咲きます。それはまるで黄金の絨毯のように・・・
お花の見ごろは、４月上旬。
ゆったりのんびり田んぼの畔を歩きながら、この素晴ら
しい景色を見に出かけませんか？
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会員数 1,444名
（平成29年３月17日現在）

№182017.３
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



　去る１月17日、クレフィール湖東にて「平成29年新年賀詞交歓会」を開催しました。小椋東近江市長、河並
市議会議長を始め多くのご来賓を迎え、105名の参加のもと、賑やかな賀詞交歓会となりました。

　足立筆頭副会長の開会のことばに続いて川瀬会長から、「我が国経済は、先行きに明るさが見え始めている
と言われているが、全国の９割以上を占め国内市場に頼る多くの中小企業・小規模事業者は原材料価格の高騰
や新興国経済の減速の影響により、依然として収益改善がみられず、特に地方においては景気回復の実感が得
られない経営環境が続いている。今後、政府が打ち出した事業規模28兆円の経済対策の効果が表れることを期
待する」と述べた上で「旧６商工会が合併をして、今年で６年を経過しようとしている。昨年７月に国の認定
を受けた経営発達支援計画に基づく事業の実施や多様化・高度化する会員ニーズに対応できる組織体制の確立
が必要に迫られ、昨年12月に臨時総代会の議決を得てこの４月１日から各支部事務所を閉鎖して東近江市湖東
支所の一角を借りて新事務所として一本化することになった。今年は、新制商工会元年と位置付け、支部事務
所を閉鎖しても会員皆様との距離が遠くならないよう巡回訪問による「行きます　聞きます　提案します」を
実践する。商工会は「地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資
すること」を目的に設立され57年、今後も当商工会が公的な役割や機能を担いながら、地域に密着した身近な
経済団体として小規模事業者を支援してゆく所存である。」との決意を込めた力強い挨拶がありました。
　この後、小椋東近江市長、上西滋賀県商工会連合会副会長から祝辞があり、河並市議会議長の乾杯の後、和
やかな交歓会が行われ、最後に野田副会長の閉会のことばで盛会に終了しました。

新制商工会元年がスタート

理
事
会
開
催
状
況（
報
告
）

●4月 3日（月）　11:45
　　開所式　支所２階会議室
●4月27日（木）　17:00
　　理事会　支所２階会議室

●4月21日（金）　10:00
　　監査　　湖東支所（商工会事務所）
●5月22日（月）　14:00
　　総代会　みすまの館

 第６回　
開 催 日：平成29年２月16日（木）
会　　場：能登川支部
協議事項：（１）会員の加入、退会について
　　　　　（２）商工会事務局組織規程の一部改正
　　　　　　　　について
　　　　　（３）開所式について
　　　　　（４）その他

 第７回
開 催 日：平成29年３月17日（金）
会　　場：愛東コミュニティセンター
協議事項：（１）会員の加入、退会について
　　　　　（２）商工会諸規程等の一部改正について
　　　　　（３）平成28年度 東近江市商工会更正
　　　　　　　   予算（案）について
　　　　　（４）その他

今後の予定
（平成29年度）

蒲生 愛東 湖東能登川 永源寺 五個荘

東近江市役所湖東支所１階の一角が
東近江市商工会事務所になります。

商工会は 行きます 聞きます 提案します

　サテライト以外の会館も利用（貸館）
することができます。
（平成30年３月31日で見直します。）

例えば…
〇月〇日に利用したい⇒お電話にて予約受付⇒
ファックスにて申請書送信⇒受付完了⇒利用日に
鍵をお渡しします⇒利用後返却

※貸出備品も同じ流れとなります。

職員が一か所に集まると…

その他

1金融・経営・労災保険・雇用保険・
共済、それぞれに詳しい職員がす
ぐに対応します！

2職員間の情報伝達がスムーズになり、
タイムリーな情報をお届けします！

3国が商工会に求めている経営発
達支援事業を効率的にすすめら
れ、商売の発展に繋がります！

4経費の節約により、会員の皆様に
サービスの向上を図ります！

ご用件をお伺いし…
急を要する案件　　⇒　すぐに巡回させて
いただきます。
急を要しない案件　⇒　ご都合のよい日程
でお約束させていただきます。来所、巡回ど
ちらでもご都合の良い方で…
＊支部担当者を設けます。
確定申告相談・労働保険年度更新も安心！
必要に応じて、相談会場を設けて対応します。

お困りごと、
ご相談がありましたら、
まず、お電話ください！

 TEL (代表) ０７４９-45-5077
FAX      ０７４９-45-5088

東近江市商工会は
   　事務所一本化となります！

東近江市商工会 住所：東近江市池庄町 505番地

蒲生 能登川
　週２日(月・金　午前９時30分から午
後４時30分)開館します。
　職員２名体制でお待ちしています。
　ご相談は、今まで通り事務所にお越し
下さい。

サテライトを
開設します！

平成29年４月１日から

会 員 メ リ ッ ト
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部会報告

商業部会　視察研修会

　東近江市商工会には現
在３つのカード会があ
り、今回の支部事務所の
閉鎖に伴い、ポイントの
購入や満点カードの換金

など、今まで支部窓口に於いて行われてきた事務処理に支障をきた
すことや加盟店の減少などの諸問題について解決のヒントを得るた

め、４年前に６つのカード会
を解散し、統一カード会を設
立された経緯のある高島市商
工会「高島スマイルカード
会」の視察研修を行いました。
　研修会では、各事業（イベン
ト）の運営、機器の説明（窓口
に出向かなくてもオンラインによるポイントの購入や決済ができるシステムの利
用）、導入資金（補助金）などについて説明をうけ、その後参加者より活発な質
問がされ、統一カード会について理解を深めました。
　また、旧新旭町商工会館を利用してお食事処を運営されている「いき生き水
文化かばた館」にて、“しょいめし”と地元食材を使った昼食を頂き、閉鎖後の
商工会館の利用方法についても視察ができました。研修を終え、車中において
も各カード会の情報交換が行われ、今後の事業にとって有意義な研修会となり
ました。

と　き：平成29年２月９日(木)
ところ：高島市商工会
　　　　「高島スマイルカード会」
参加者：11名

商業部会長　日根野　亮一

工業部会　講演会・交流会

　工業部会では、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。大本山永

源寺の管長である道前慈明氏をお招きし、「開山650年　大法要を
終えて」をテーマにお話をいただきました。ビジネスから離れたテー
マで開催したこともあ
り、各部会員の方々は
リラックスした雰囲気
で講演に耳を傾けてい
ました。
　また、講演会終了後
に開かれた懇親会で
は、講師の道前氏にも
ご参加いただき、和気
藹々とした雰囲気の中
で部会員同士の親睦を
深めることができ、有
意義な時間を過ごしま
した。

と　き：平成29年2月7日(火)
ところ：クレフィール湖東
参加者：29名

工業部会長　岸本 邦臣

総会のお知らせ
と　き：4月11日(火) 17：00～
ところ：八日市ロイヤルホテル

総会のお知らせ
と　き：4月21日(金) 17：30～
ところ：（有）鮒清

どう まえ   じ  みょう

サービス業部会　情報交換会・交流会

　八日市商工会議所サービ
ス業部会の役員と当サービ
ス業部会の役員との情報交
換会・交流会を開催しまし
た。当日は総勢28名出席

し、各々の自己紹介から始まり、両部会長から事業報告を行いました。両
部会共、自分たちが住むまちを良くしたいという想いが伝わる内容でし
た。また、各々諸問題
を抱えながらもそれを
解決していかなければ
いけない使命感も感じ
ることができました。
　その後は、場所を魚
繁大王殿に移動して、
お酒を酌み交わしなが
ら和気あいあいと懇談
し、さらに懇親を深め
ることができました。
今回の試みが今後の
サービス業部会の事業
活動にとって良い刺激
になりました。

と　き：平成29年2月20日(月)
ところ：八日市商工会議所・魚繁大王殿
参加者：28名

サービス業部会長　井ノ口　章善

建設業部会　研修会・交流会

　永源寺温泉八風の湯にお
きまして、研修会及び交流
会を開催しました。
　研修会では講師として小

椋東近江市長をお迎えして「東近江市の防災・危機管理」をテーマに、
東近江市内で予想され
る災害や、経営者として
の危機管理について事
例を交えながら大変分
かりやすくご説明を頂
きました。
　研修会終了後の交流
会には、講師の小椋市
長もご参加頂き、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28年12月14日(木)
ところ：永源寺温泉八風の湯
参加者：20名

建設業部会長　加藤　清和

総会のお知らせ
と　き：4月25日(火) 18：00～
ところ：クレフィール湖東

総会のお知らせ
と　き：4月下旬
ところ：未定

後日ご案内
させて頂き
ます。

4



部会報告

商業部会　視察研修会

　東近江市商工会には現
在３つのカード会があ
り、今回の支部事務所の
閉鎖に伴い、ポイントの
購入や満点カードの換金

など、今まで支部窓口に於いて行われてきた事務処理に支障をきた
すことや加盟店の減少などの諸問題について解決のヒントを得るた

め、４年前に６つのカード会
を解散し、統一カード会を設
立された経緯のある高島市商
工会「高島スマイルカード
会」の視察研修を行いました。
　研修会では、各事業（イベン
ト）の運営、機器の説明（窓口
に出向かなくてもオンラインによるポイントの購入や決済ができるシステムの利
用）、導入資金（補助金）などについて説明をうけ、その後参加者より活発な質
問がされ、統一カード会について理解を深めました。
　また、旧新旭町商工会館を利用してお食事処を運営されている「いき生き水
文化かばた館」にて、“しょいめし”と地元食材を使った昼食を頂き、閉鎖後の
商工会館の利用方法についても視察ができました。研修を終え、車中において
も各カード会の情報交換が行われ、今後の事業にとって有意義な研修会となり
ました。

と　き：平成29年２月９日(木)
ところ：高島市商工会
　　　　「高島スマイルカード会」
参加者：11名

商業部会長　日根野　亮一

工業部会　講演会・交流会

　工業部会では、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。大本山永

源寺の管長である道前慈明氏をお招きし、「開山650年　大法要を
終えて」をテーマにお話をいただきました。ビジネスから離れたテー
マで開催したこともあ
り、各部会員の方々は
リラックスした雰囲気
で講演に耳を傾けてい
ました。
　また、講演会終了後
に開かれた懇親会で
は、講師の道前氏にも
ご参加いただき、和気
藹々とした雰囲気の中
で部会員同士の親睦を
深めることができ、有
意義な時間を過ごしま
した。

と　き：平成29年2月7日(火)
ところ：クレフィール湖東
参加者：29名

工業部会長　岸本 邦臣

総会のお知らせ
と　き：4月11日(火) 17：00～
ところ：八日市ロイヤルホテル

総会のお知らせ
と　き：4月21日(金) 17：30～
ところ：（有）鮒清
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ます。
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経営発達支援事業部会報告

東近江市商工会青年部

　八日市商工会議所青
年部との間で、東近江
地域活性化に関する共
同宣言を実施しました。

　この宣言は、東近江の将来を担う我々若手経営者が、それぞれの
活動を尊重しつつ、組織の枠を超えて地域の活性化について検討を
行うため実施したもので、式典には小椋東近江市長もご臨席頂き、
この取り組みに対して大きな評価を賜りました。
　具体的な中身はまだまだこれからですが、豊かな東近江市の実現
に向け、微力を尽くして参る所存です。

　初日は、福井市防災セン
ターでの災害体験や、㈱宮
本酒造店での酒蔵見学。2
日目は航空自衛隊小松基地
の視察と、越前海岸で福井
ナンバーワンの人気カフェ
「MARE」を経営されてい
る内田夫妻に、成功まで
の道のりや、これからの
事業展開について説明を
いただきました。知識や
見聞を広げられただけで
なく、部員同士の懇親も
大いに深めることができ
た研修会でした。

と　き：平成29年１月16日(月)
ところ：八日市商工会議所
参加者：17名

青年部長　西村　泰源

東近江市商工会女性部

　当日は、大変な雪
の日であったにもか
かわらず、多数の参
加者とともに㈲志縁
塾　代表取締役 大谷

由里子氏をお迎えして「人のこころのつかみ方」として経営講演会を開
催しました。“人を観察する。どんな言葉をかけられたらうれしいか。
わかろうとするから楽しい。わかるから前に進める。”笑いを誘いながら、
参加者のこころを元気に前向きにしていただきました。また、この後の
女性部の集いでは、美味しい食事を頂きながら交流を深めることができ
ました。

県女連平成28年度
女性部会報コンテストで
女性部広報「紫草」が
１位になりました。
　部員はじめ広報委員の皆さ
まありがとうございました。
次年度もさらにパワーアップ
していきたいと思います。

と　き：平成29年2月10日(金)
ところ：ル・ポアン・ドュ・ビュ（近江八幡市）
参加者：59名

女性部長　河島　美智子

講師の先生を囲んで

住みよい豊かなまちづくりを目指して…

総会のお知らせ
と　き：４月12日(水) 10：00～
ところ：八日市ロイヤルホテル　

総会のお知らせ
と　き：4月13日(木) 18：00～
ところ：八日市ロイヤルホテル

東近江地域活性化に関する共同宣言

と　き：平成29年２月８日(水)・９日(木)
研修先：福井市防災センター
　　　　㈱宮本酒造店
　　　　航空自衛隊小松基地
　　　　MARE
参加者：19名

県外研修

経営講演会＆女性部の集い
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新たに受けたマル経融資･創業融資について、利子１％を３年間補助します。

■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）
・当初約定通りに遅滞なく償還していること
・市税の未納がないこと

東近江市利子補給制度

■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。

※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。

※申込み受付後、経営指導員によ
る調査を行い、商工会金融審査
会を開催し審議しますので余裕
をもってお申し込みください。
※ご相談の内容や審査の結果に
よっては、ご希望に添えないこ
とがあります。
※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。

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

　マル経融資とは、小規模事業者の方で、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。

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

・商工会の経営指導員による経営指導を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1.16％　（平成29年２月現在）

　毎年1月（または融資を受けた日）から12月までに支払った利子について、翌年1月末日までに東近江
市商工会に必要な書類を提出してください。

耳より情報コーナー

お知らせコーナー

買物弱者支援事業の承継者決定!!
　平成28年12月発行の第17号にて、商工会所有の移動販売車の
貸与先の募集を行いました。この募集に対して２社の申込があ
り、２月14日に野田副会長同席の下、それぞれの業者から移動販
売事業の計画や現在の取組内容などについて面談を行いました。
　その結果、五個荘支部の会員の株式会社フラットサークル様
に貸与することが決まりました。当社は、現在も４台の移動販
売車にて市内外を巡回し販売されています。今回の１台をプラ
スして、移動販売事業を充実される予
定です。
　４月以降に商工会の移動販売車を見
つけられた場合は、是非ご利用いただ
きますようよろしくお願いします。

ネットde記帳 インターネットでできる経理ソフト

消費税計算は こわくないも
う

消費税計算でお悩みですか？
商工会推奨の「ネットde記帳」にお任せください。
「ネットde記帳」は、インターネットでできる経理ソフトです。
あなたのお悩みを楽々解決致します。

そんな、
「ネットde記帳」は、月々わずかの費用でご利用いただけます !

万全のセキュリティで安心安全 バックアップ不要で手間いらず

給与システムは、ネット de 記帳に仕訳連携

建設業・不動産業・農業対応

詳しくはネットで！ http://www.shokokai.or.jp/kicho/

誰でも
楽 ！々

できる

どこでも
楽 ！々

できる

電子申告
まで！

できる

平成29年３月分（４月納付分）～の
  協会けんぽの保険料率  についてお知らせします

滋賀支部の健康保険料率は 引下げ となります。
皆さまのご理解をお願い申し上げます。
※任意継続被保険者の方は、本年４月分（４月納付分）から変更となります。

※40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率（1.58%から
1.65%に変更）が加わります。

協会けんぽの加入者・
事業主の皆さまへ

健康保険料率現 行

9.99%
平成29年３月分～

9.92%

8



新たに受けたマル経融資･創業融資について、利子１％を３年間補助します。

■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）
・当初約定通りに遅滞なく償還していること
・市税の未納がないこと

東近江市利子補給制度

■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。

※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。

※申込み受付後、経営指導員によ
る調査を行い、商工会金融審査
会を開催し審議しますので余裕
をもってお申し込みください。
※ご相談の内容や審査の結果に
よっては、ご希望に添えないこ
とがあります。
※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。

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

　マル経融資とは、小規模事業者の方で、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。

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

・商工会の経営指導員による経営指導を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1.16％　（平成29年２月現在）

　毎年1月（または融資を受けた日）から12月までに支払った利子について、翌年1月末日までに東近江
市商工会に必要な書類を提出してください。

耳より情報コーナー

お知らせコーナー

買物弱者支援事業の承継者決定!!
　平成28年12月発行の第17号にて、商工会所有の移動販売車の
貸与先の募集を行いました。この募集に対して２社の申込があ
り、２月14日に野田副会長同席の下、それぞれの業者から移動販
売事業の計画や現在の取組内容などについて面談を行いました。
　その結果、五個荘支部の会員の株式会社フラットサークル様
に貸与することが決まりました。当社は、現在も４台の移動販
売車にて市内外を巡回し販売されています。今回の１台をプラ
スして、移動販売事業を充実される予
定です。
　４月以降に商工会の移動販売車を見
つけられた場合は、是非ご利用いただ
きますようよろしくお願いします。

ネットde記帳 インターネットでできる経理ソフト

消費税計算は こわくないも
う

消費税計算でお悩みですか？
商工会推奨の「ネットde記帳」にお任せください。
「ネットde記帳」は、インターネットでできる経理ソフトです。
あなたのお悩みを楽々解決致します。

そんな、
「ネットde記帳」は、月々わずかの費用でご利用いただけます !

万全のセキュリティで安心安全 バックアップ不要で手間いらず

給与システムは、ネット de 記帳に仕訳連携

建設業・不動産業・農業対応

詳しくはネットで！ http://www.shokokai.or.jp/kicho/

誰でも
楽 ！々

できる

どこでも
楽 ！々

できる

電子申告
まで！

できる

平成29年３月分（４月納付分）～の
  協会けんぽの保険料率  についてお知らせします

滋賀支部の健康保険料率は 引下げ となります。
皆さまのご理解をお願い申し上げます。
※任意継続被保険者の方は、本年４月分（４月納付分）から変更となります。

※40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率（1.58%から
1.65%に変更）が加わります。

協会けんぽの加入者・
事業主の皆さまへ

健康保険料率現 行

9.99%
平成29年３月分～

9.92%

9



お役立ちコーナー

商工会WEBセミナー

視聴にはアカウント（IDとパスワード）が必要です。
サービスをご利用希望の方は、下記までお問い合わせください。
連絡先電話番号 

▲

☎0749-45-5077　　メールアドレス 

▲

higashiomi-shoko@e-omi.ne.jp

滋賀県商工会連合会が主催するインターネット・セミナーです。
会社や自宅にいながら、インターネットから観たいセミナーがいつでも視聴できます。
忙しくてセミナーや研修会に参加できない方などに最適です。お気軽にご活用ください。
実務家、一般経営、税務、人材育成、環境など、ジャンル別にタイトルを検索できるので、
知りたい情報がすぐに見つかります。
商工会WEBセミナーは、パソコン、Android 端末からご利用が可能です。

商工会WEBセミナーとは

忙しい人におすすめ！WEBで経営に役立つ情報が得られるよ！ WEBセミナーは商工会の専用サービスです

420タイトル以上の
セミナーが無料で
視聴できます！

http://www.esod-neo.com/web/shiga/pfsci/index0902.html
いつでもどこでも
学べるよ

また昨年 12 月より Android タブレット、スマートフォンに
対応しました。外出先でも視聴が可能です。ぜひご活用ください。
http://www.esod-neo.com/android/

＜４月公開予定の注目セミナー＞ 
● ワンランク上の電話応対マナー ～取次ぎ上手になれる5つのポイント～
● 「一流営業マン」それで十分ですか？ “人に依存しない”営業体制づくりとは
● チラシや名刺から動画が流れる！新しい形の情報発信～スマホをかざすと写真が動く、 
　 写動システム (AR) を手軽に活用しよう～
● 江戸しぐさに学ぶ中小企業経営　4月：「利得」より「得意」をふやす
● 江戸時代より語り継がれた「経営の王道」
　 ＜第13回＞石田梅岩が語った「道と心の経営」 ～ボランティア精神…他者への奉仕と生きがい～

経営セーフティ共済 検  索 小規模企業共済 検  索

★毎月3万円の掛金（年間36万円）で、例えば課税対象
　所得400万円の方なら、約11万円の節税になります。
　（左図は確定申告書の記載例）

回収困難となった売掛金（被害額）相当の資金を調達できます。（最高8,000万円まで）
「取引先の倒産」と「商取引の事実」の確認で迅速に貸付実行。「取引先の倒産」と「商取引の事実」の確認で迅速に貸付実行。

当面の資金繰りに役立ち、自社と社員を守れます。当面の資金繰りに役立ち、自社と社員を守れます。

将来、「廃業」「役員退任」等が生じたときに共済金を
受け取れます。
将来、「廃業」「役員退任」等が生じたときに共済金を
受け取れます。
現役引退後の安心した生活設計が図れます。現役引退後の安心した生活設計が図れます。

掛金は
損金もしくは
必要経費に
算入できます

掛金は
全額所得
控除
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お役立ちコーナー
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● ワンランク上の電話応対マナー ～取次ぎ上手になれる5つのポイント～
● 「一流営業マン」それで十分ですか？ “人に依存しない”営業体制づくりとは
● チラシや名刺から動画が流れる！新しい形の情報発信～スマホをかざすと写真が動く、 
　 写動システム (AR) を手軽に活用しよう～
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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 特に雪が多く年明けから何度も雪かきをしました。

　遂に、屋根の雪止めも外れ、 落雪でエアコンが故障   数十万円の損害。まさに 雪害 でした。もう雪な

んか要らない憎ささえ感じましたが、生活や農業にとって欠かせない水源になる貴重な雪でもあります。

そう考えると、大切に思い、少し愛おしささえ感じます。

　自分にとって不要でも   必要な物は沢山あります。つまり、何時も物事を多元的に見る事が大切なのでしょう。どうか、商工会に、

今後とも多元的なご意見よろしくお願いします。 k.k

編 集 後 記

問　　題　三成が秀吉に出したとされる幻の銘茶は？

　　　　　①朝宮茶　　②政所茶　　③土山茶

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

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

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29年５月10日（水）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17号読者プレゼントクイズ　　問題  正しいのは、どちらでしょう？　A 色則是空　B 色即是空　答え  B 色即是空

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。

酒類小売・カラオケルーム 
☎ 0748-55-0041 
東近江市川合町1570 
営業時間： 8：00～20：00頃 
休業日 ：毎月４日、１４日、２４日 
         年始３日間 
   ＊事前の連絡で休業日対応要相談 
 

クリーニング・コインランドリー 
☎  0748-55-1415 
東近江市市子川原町616-1 
営業時間 ：月～土曜日   9：00～19：00 
          日曜 ・ 祝日  10：00～18：00       

＊コインランドリーは年中無休 
糀

☎0748ー 48ー 8100 
滋賀県東近江市五個荘竜田町149-3 
営業時間／8：30～ 18：00 　
定 休 日／4月～10月は土、日、祝日定休日。
　　　　　11月～3月は無休。
　　　　　年末年始、GW、お盆は休み。

近江商人が愛した手づくり味噌

K O U J I  Y A  G I H E I

うおのぶ

東近江市市ヶ原町１０８
営業時間：９:００～１９:００
定 休 日：日曜日
で ん わ：0749-46-0466

生鮮食品、手作り惣菜（15 品以上）、
お弁当（カレー木曜日のみ）等がんばっ
ております。お祝い事、仏事等おきが
るに電話にて注文承っております。

全日食チェーン うおのぶ

未　定

〒527-0232
滋賀県東近江市青野町4894
TEL.0748-27-0661
お電話にてご予約下さい。

越

〒521-1224　滋賀県東近江市林町27番
営業時間／Lunch 11:30～15:00
 Dinner 17:00～ 2:00
定 休 日／月曜日
　　　　　※月曜日が祝日の場合は火曜日となります。
Tel:0748-42-8222
Mobile:090-9045-5874

ダイニングバー Ivrogne  越

花はづき

常時40種類以上の生花を取り揃え、アレンジメントやブーケ等
の製作、各種教室も開催しておりますのでお声掛け下さい。

〒527-0105　東近江市中里町629-6
営業時間：9:00～18:00
定 休 日：不定休
TEL：0749-45-0034

暮らしを彩る花を…フローリスト 花はづき


