
※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。

　「ドッグイヤー」と言えば、人間の１年は犬の７年に匹敵し、世の流れ時代の変化の速さを指す言葉だそうで
す。格言にあるように年明けと共に株価も上がり「戌笑う」年になるのか、安堵をしているとすでに下り坂を転
がり始めているという事にもなりかねない、江戸から400年の歴史を顧み一歩を踏み出すことが大切かと思いま

す。６号から22号までを担当させていただきましたが、今号をもって任期満了となります。次号は総代会後の新広報委員にバトンタッチを
させていただきます。多くの皆さんにお力添えご協力をいただきありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　 　　　 （H・A）

編 集 後 記

問　　題　東近江市に関係のある名前が付いている桜は
どれでしょうか？

　　　　　①湖東桜　　②永平寺桜　　③永源寺桜

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5月31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21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。

外来魚の再放流の禁止対象水域は琵琶湖、西の湖と、何湖でしょうか？ 内湖（伊庭内湖）
安壺川の桜
あ ん こ

旧湖東町の最西端に位置する北清水町自治会では、町

の周囲に桜を植え、その手入れや掃除など住民が力を

合わせて取り組み、住みよい郷づくりをしています。

毎年春になると菜の花と桜並木が見事なコントラスト

を描きます。

会員数 1441名
（平成30年３月15日現在）

№222018.3
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



日本一の商工会を目指して
　１月19日（金）、八日市ロイヤルホテルにて、参加者112名の
下、平成30年新年賀詞交歓会を開催しました。
　開口一番、司会者から「日本一の商工会を目指しますので、よろ
しくお願いします。」という元気の良い声に参加者からは「素晴ら
しい」などのどよめきが起こり、その場が一気に和みました。その
ような中で川瀬会長から、「景気は緩やかな回復基調が続いている
が、我々中小零細事業者は、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ない経営環境が続いています。こ
のような中、昨年の４月から事務所を湖東支所に一本化しました。
職員23名が互いに色んな情報を共有しながら日々の業務に従事し
ています。また、毎月１回は全会員事業所を巡回して、常に直近の
会員ニーズを把握しています。昨年11月16日に東京の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
県内トップの63件、職員１人当たりの件数が3.5件、県内平均の
倍以上の実績が評価され県内商工会で唯一全国表彰を受賞しまし
た。このことは、事務所を一本化した効果が顕著に現われた結果で
あると思われます。今年の４月からは、完全に支部の商工会館は閉
鎖をしますが、商工会は、行きます　聞きます　提案します　をスローガンに商工会の本来業務であります小規模事業
者の支援業務と東近江市の経済団体として八日市商工会議所とともに経済活動にも取組んで参ります。」との決意を込
めた力強い挨拶がありました。
　この後、出席者を代表して小椋市長、県連合会上 副会長から祝辞があり、その後、（株）麻絲商会福坂社長の乾杯
の音頭で賑やかな交歓会が行われ、盛会裏に終了しました。

賀 詞 交 歓 会

理事会開催状況 （報告）
各商工会館の閉鎖と

サテライトの終了について
　平成29年４月１日から東近江市湖東支所へ事務所を
一本化したため、各商工会館での通常業務は行わず、年
間を通して時期の決まっている業務は日を決めて開館し
ていましたが、４月１日以降は閉鎖することになりまし
た。
　このことにより、週２日間開設していた蒲生商工会館
と能登川商工会館のサテライトについても３月末を以っ
て終了することになりました。
　今後は、会員皆様にご迷惑をお掛けしないよう職員が
毎月定期的に巡回訪問し、また、電話をしていただけれ
ば訪問するなど対応をさせていただきます。
　なお、年末調整・確定申告などの時期にはコミセン等の
会場を借上げ、今まで通りに出向いて相談対応する予定を
していますので、ご理解ご協力をよろしくお願いします。
　今後の対応は下記の番号へお願いします。

TEL  0749-45-5077　　 IP  050-5802-9407
FAX 0749-45-5088

小椋市長

（株）麻絲商会 福坂社長

川瀬会長

県連合会 上 副会長

第５回
開 催 日：平成29年12月15日（金）
会　　場：湖東支所
協議事項：	（１）会員の加入、退会について
	 （２）その他
※理事会終了後、役員人権研修会を開催。

第６回
開 催 日：平成30年２月16日（金）
会　　場：湖東商工会館
協議事項：	（１）会員の加入、退会について
	 （２）商工会ウェルカムショップ支援事業
	 　　　実施要綱の一部改正（案）について
	 （３）その他

第７回
開 催 日：平成30年３月23日（金）
会　　場：湖東支所
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（案）について
	 （３）平成29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30年度）
４月20日（金）監　査　商工会事務所
４月27日（金）理事会　湖東商工会館
５月22日（火）総代会　ひばり公園「みすまの館」
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各部会事業報告

　2月5日（月）、ポイントカード事業の先進地視察研修
として、泉佐野市役所へ行きました。
　この事業は、商業部会が中心となり、商工会全体でポイ
ントカードの導入を検討している中、部会を越えて他部会
からの参加もあって、カード事業だけの研修でなく部会間
の交流もでき、有意義な研修会・交流会になりました。
　泉佐野市のポイントカードは、行政主体で導入されてお
り、市民サービスの一環としてカードが活用され、また、
地域内循環型経済を考慮した魅力あるカード事業であると
いう印象を受けました。
　当商工会としても、行政と一緒に考え、東近江市全体を網羅したカード事業とし
て、市内の活性化、市民の安心･安全なまちづくりを見守る機能付き、及び行政の市
民サービスにも活用できるポイントカード事業を検討していきたいと考えています。

商業部会　カード事業視察研修報告
部会長　日根野　亮一

支 部 だ よ り
蒲生支部
１年間の商売繁盛等を祈願
　商工会蒲生支部の会員親睦事業として、１月８日（月・祝）
に京都府の天橋立｢元伊勢籠神社（もといせこのじんじゃ）｣
へ初詣ツアーを実施しました。
　心配していた天候にも恵まれ、バスの車中では話に花が咲
いたような賑やかさで、約２時間半の旅が短く感じました。
　到着後は、早速元伊勢籠神社でご祈祷を受け、支部会員事業所の商売繁
盛と参加者の家内安全・無病息災を祈願しました。その後、天橋立ワイナ
リーへの視察を行い、全国では珍しい海辺のワイン作りの話と味を堪能
し、会員相互の親睦も図ることができ有意義な一日になりました。

湖東支部
厄除けうどんで厄落とし
　東近江市池庄町の厄除け八幡さんとして親しまれている「豊
国神社」で、１月18日(木)～20日(土)の３日間開催される厄除
大祭は、江戸時代初期この地の領主で出羽国山形の城主・最
上義智公が１月１９日を吉日として厄除けの祈願祭りを行った
ことが起源とされています。境内に続く参道の両側には多くの
露店が並び、昔ながらのお祭り風情があり、毎年、県内外から
多くの祈願・参拝客で賑わいます。
　今年も商工会湖東支部では、恒例となった厄除けうどんの販売を行い、例年１８日と１９日の２日間の
実施でしたが、今年は20日が土曜日のため、３日間の実施となりました。寒さが厳しい中、支部の役員が
交代で協力をしていただいたお陰で参拝客には温かいうどんが提供でき、「一年間の厄落としができた。」
と喜んでいただけました。この３日間の実施が地域活性化の一助になったものと思います。

総会案内
商業部
日程　4月20日（金）
　　　17：30～
場所　能登川　鮒清

工業部
日程　4月18日（水）
　　　17：30～
場所　八日市ロイヤルホテル

建設業部
日程　4月23日（月）
　　　17：00～
場所　クレフィール湖東

サービス業部
日程　4月25日（水）
　　　17：30～
場所　クレフィール湖東
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　２月５日（月）から６日（火）にかけて、１泊２日の予定で
北陸方面への県外研修を実施しました。初日は、福井県の
わかさ東商工会に訪問し、現地の青年部員と交流会を行
いました。
　わかさ東商工会青年部は、ご当地ヒーロー「五湖レン
ジャー」を展開しており、同様の事業を実施する当会青年
部と有意義な意見交換を行うことができました。
　２日目は金沢市を訪れる予定でしたが、北陸地方が記

録的な豪雪に見舞われたため、行程を中断して滋賀県へ
向かいました。しかし、高速道路や国道８号線が動かず、
やむなく近隣の旅館で一夜を過ごしました。翌日（３日目）
には高速道路が動き、無事帰ることができました。
　予定外の展開となってしまいましたが、青年部同士の交
流によって知見を広げられただけではなく、雪国の厳しさ
を肌で感じ、貴重な経験となった研修会でした。

各部会事業報告

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

県外研修において「わかさ東商工会青年部」と交流

　2月8日（木）、守山の琵琶湖マリオットホテルで、日本
一明るい経済新聞編集長の竹原信夫氏を講師にお招き
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。参加者57名と大変多くの人が竹原先生の話を
熱心に聞き入って、頭を深く上下にうなずいたり、メモを
必死に取ったりとあっと言う間に90分講演の時が流れ
ました。
　先生の話の魅力は、何といっても手の届きそうな
ちょっとの改善、そしてアイデア。
　それなら私にできそう、今すぐに！と思ってしまう。
　まだまだ続きを聞きたいとも思う。

　常に前向きの姿勢で物事を考えることが大切であること、
そして「なんでやねん」という問題意識を持つことが大事。
　先生が参加者全員にプレゼントされた元気の秘密は
「あ・い・う・え・お」
「あ」　明るいが一番
「い」　意志を強く持つ
「う」　運が良いと思い込む
「え」　縁を大切に
「お」　大きな夢です
　今回の講演で得たものを明日に繋げられるよう頑張り
ましょう。

　経営講演会　もう一度聞きたくなった講演会

総会案内 平成30年４月18日（水）10:30～ クレフィール湖東

総会案内 平成30年４月11日（水）18:00～ 八日市ロイヤルホテル
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新規加入者を紹介させて頂きます
平成28年４月１日〜平成30年3月15日

事　　業　　所　　名 代表者名 業　　種 支　部
1 (有)オオツカ 大塚　美徳 金属加工業 蒲生
2 ぱん工房　る・くぷる 新井久美子 パン製造・卸売業 蒲生
3 smile 大木美都子 飲食業 蒲生
4 SHIINOKIクレーン 椎木　孝則 建設業 蒲生
5 ビューティハート 藤下　誠信 たこ焼き販売 蒲生
6 焼肉酒場　あかね 北川千恵子 焼肉酒場飲食店 蒲生
7 ソーイングアトリエ	andante 奥田　直子 服飾デザイナー 蒲生
8 （有）のむ電 野邑　　實 電気工事業 蒲生
9 合同会社和苑繍 石崎　友洋 刺しゅう業 蒲生
10 アット外装 田境　敦史 建築外装業 蒲生
11 登る設備 大福　　登 配管工事 蒲生
12 合同会社　楓 社　美三子 デイサービス 蒲生
13 リサイト 持田　友和 ホームページ作成業 蒲生
14 R～Shine～ 福田　純子 化粧品販売 蒲生
15 今市造園 今市　陽平 造園業 永源寺
16 西堀　光信 林業 永源寺
17 魚繁大王殿 岩崎　　繁 飲食業 永源寺
18 （株）みんなの奥永源寺 前川　真司 観光プロデュース 永源寺
19 一品料理　串八 岡田　誠一 飲食業 永源寺
20 八日市瓦斯（株） 松吉　　拓 石油製品販売 永源寺
21 西村板金 西村康三郎 建築業 永源寺
22 クミノ工房 井上　慎也 木製玩具製造 永源寺
23 にわ介 佐藤　陽介 造園業 永源寺
24 一般社団法人　じゅう楽 赤木　敦子 介護関連業 五個荘
25 (株)NEXT　HUMAN 井上　利夫 業務請負業 五個荘
26 上新電機（株）東近江店 西上　　貢 家電小売業 五個荘
27 宮村自動車整備 宮村　　博 自動車整備業 五個荘
28 ｍ ｎｔｅ 西村　亜子 整体 五個荘
29 PIECE 石田富生枝 ヨガ教室 五個荘
30 花吉造園 吉見　伸介 造園業務 五個荘
31 美容所　くるみ 井上　裕子 美容業 五個荘
32 アロマセラピー教室　sherry 栗本ひろみ 専門サービス業 五個荘
33 湖香六根 杉本　宏樹 飲食業 五個荘
34 松井商事㈱ 松井　信章 小売・卸業 五個荘
35 COCOMO 田井中久恵 飲食業 五個荘
36 IRIE　MALTIPLY 入江　隆司 家具製造取付・販売 五個荘
37 焼きまんじゅう庵 市田　秀子 菓子製造小売 五個荘
38 学問所　稽古館 市田　　翔 学習塾 五個荘
39 （株）富士総建 藤野　善隆 建築板金 五個荘
40 石井　裕二 建築業 能登川
41 江濱　禎次 建築業 能登川
42 エイジリンパケア 前川　正直 リンパマッサージ 能登川
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事　　業　　所　　名 代表者名 業　　種 支　部
43 森野建築 森野　泰成 建築業 能登川
44 神田重量金属(株) 神田真理雄 小売業 能登川
45 パティスリール・クレーヴ 川原﨑義裕 菓子製造業 能登川
46 岸田　慎也 建築大工 能登川
47 Ｉｖｒｏｇｎe　越 川越　大樹 飲食業 能登川
48 REFLECTION 本多　裕亮 美容・理容業 能登川
49 VOIDAPART 周防　苑子 雑貨小売業 能登川
50 リビングサポート 辻　　武士 電気工事業 能登川
51 ちきゅう屋 平井　剛志 雑貨小売業 能登川
52 大衆波まち酒場 一乗　　淳 居酒屋 能登川
53 あい整体院 前田　愛子 サービス業 能登川
54 （株）アップローズ 塚本久美子 小売業 能登川
55 家具工房　ウノカ 加納　　久 製造業 能登川
56 社会福祉法人　蒲生野会 奥村淳一朗 福祉事業 能登川
57 特定非営利法人三艸苑家族 松本比呂子 社会福祉・介護 愛東
58 (株)茗荷村同労社 高城　一哉 農産物の生産加工 愛東
59 (有)テクノワーク一級建築士事務所 鋒山己之助 建築設計業 愛東
60 工房　まるな 鯰江　政浩 陶器製造販売 愛東
61 UEDAMOTORS 植田　猛夫 自動車販売 愛東
62 RichForward（株） 高橋　恵美 専門サービス業 愛東
63 大生電子（株） 小川　順平 金属加工業 愛東
64 ヒューグレッシブ（株）手仕事工房むいむい 馬場　敦子 飲食・小売 愛東
65 ワイズ 椿井　芳和 リサイクル業 愛東
66 ㈱あいとうふるさと工房 野村　正次 飲食業 愛東
67 田舎のお宿ぴっかり 西田　三郎 宿泊業 愛東
68 愛のまち農家民泊　穂の香のしずく 植田すえ子 宿泊業 愛東
69 合同会社グリーンラボラトリー 藤田　彩夏 酒類製造小売 愛東
70 武田工業 武田　直也 設備・電気・工事業 湖東
71 タニダ電工 谷田　守隆 電気工事業 湖東
72 ニシザワモーターズ 西澤　秀文 自動車販売修理業 湖東
73 旨夢路本舗 葛城　賢治 飲食業 湖東
74 小河原工業 小河原健司 解体業 湖東
75 (株)藤中 芳村　博三 梱包業 湖東
76 塚本左官店 塚本　敏勝 左官業 湖東
77 （株）NKKファクトリー 中溝　栄利 製造・加工 湖東
78 革研究所滋賀東近江店 桑原　徳全 革製品修理 湖東
79 リラクゼーションサロン　心技～ゆとり～ 廣田さおり 専門サービス業 湖東
80 （有）リッツ 小林　　昇 縫製業 湖東
81 （株）TKS 上原　　司 製造業 湖東
82 ハリきゅう	マッサージ温森 森野裕香里 ハリきゅうマッサージ業 湖東
83 山口工業 山口　秀樹 土木工事 湖東
84 ＴＯＭＯＫＯＰＡＲＫ 倉本　朋子 インストラクター業 湖東

新規加入者を紹介させて頂きます
平成28年４月１日〜平成30年3月15日
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　小規模事業者持続化補助金およびものづくり補助金の申請は、東近江市商工会の経営指導員が支援します。
　東近江市商工会では過去、持続化補助金167件・ものづくり補助金10件の採択支援実績があり、なかには持
続化補助金で滋賀県下唯一、３回目の採択を受けられた会員事業所もあります。
　また、ものづくり補助金では1,000億円の予算が計上されることが決まり、昨年度の予算より大幅に拡大さ
れ、多くの事業所が採択を受けられると考えられます。
　補助金の申請をお考えの方は、当商工会の経営指導員に是非ご相談ください。

7

お知らせコーナー

平成29年度補正

ものづくり・商業・サービス
経営力向上支援補助金

事業の目的
　国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経
済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開
発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企
業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援します。

対 象 要 件
　認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中
小企業・小規模事業者であり下記の要件のいずれかに取
り組むものであること。
　「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドラ
イン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・
サービス提供プロセスの改善であり、３～５年で「付加
価値額」年率３％及び「経済利益」年率１％の向上を達
成できる計画であること。または「中小ものづくり高度
化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新
的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、３～５年
で「付加価値額」年率３％及び「経常利益」年率１％の
向上を達成できる計画であること。

事業の詳細
１．企業間データ活用型：複数の中小企業・小規模事業
者が、事業者間でデータ・情報を共有し、連携体全体
として新たな付加価値の創造や生産性の向上を図るプロ
ジェクトを支援
（補助上限額：1,000万円／者（※）、補助率：２／３）
※�連携体は10者まで、さらに200万円×連携体参加数を
上限額に連携体内で配分可能
２．一般型：中小企業・小規模事業者が行う革新的な
サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要
な設備投資等を支援
（補助上限：1,000万円、補助率：１／２（※））
※�生産性向上特別措置法(案)に基づく先端設備等導入計
画の認定又は経営革新計画の承認を取得して一定の要
件を満たす者は、補助率２/３
３．小規模型：小規模な額で中小企業・小規模事業者が
行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセ
スの改善を支援。（設備投資を伴わない試作開発等も支
援）
（補助上限額500万円、補助率：小規模事業者２／３、その他１／２）
●１～３共通　�生産性向上に資する専門家を活用する場合�

補助上限額30万円アップ

【公募期間】平成30年２月28日（水）～
４月27日（金）〔当日消印有効〕

事業実施期間：交付決定日から平成30年12月28日（金）まで
小規模型の場合は交付決定日から平成30年11月30日（金）まで

販路開拓の取組に50万円の補助が受けられます
広 告 宣 伝 　�＜取組例＞新たに出前を開始したこと

をＰＲするチラシの作成と配布
展示商談会へ参加 　�＜取組例＞新たな販路を求め、国内外

の展示商談会へ出展する
パッケージ変更 　�＜取組例＞デザインを一新して、ブラ

ンド力を向上し、顧客獲得を図る
補助上限　�経営計画に基づく販路開拓の取組に対

し（補助率２/３）、50万円を上限に補
助されます

　　　　　�「賃上げ」「買い物弱者対策」「海外
展開」に取り組む場合は、100万円が
上限になります
※�複数の小規模事業者による共同実施の場合50
万円×小規模事業者数（最高500万円）が上限
となります。

受付締切　平成30年5月18日（金）【当日消印有効】
※�締切に十分余裕を持って、お近くの商工会へご
相談ください。

対象事業　�経営計画に基づき、商工会の支援を受けな
がら行う、創意工夫を凝らした販路開拓

　　　　　�創意工夫による売り方やデザイン改変、
チラシ作成、商談会参加、ＨＰ作成等

応募できる方　商工会地区で事業を営む小規模事業者
※小規模事業者とは、以下の表に該当する事業所

業　　　種 常時使用する
従業員数

卸売・小売業 ５人以下
サービス業（宿泊業・娯楽業以外） ５人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下

製造業その他 20人以下

対象経費　�機械装置等費、広報費、展示会等出展
費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務
費、借料、専門家謝金、専門家旅費、車
両購入費、設備処分費、委託費、外注費

応募にかかる詳細内容は、商工会へお問い合わせ
いただくか、滋賀県商工会連合会ＨＰにある公募
要領をご覧ください。
http://www.shigasci.com

平成29年度補正予算事業（平成30年実施）
小規模事業者持続化
補助金の公募開始！



※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。

　「ドッグイヤー」と言えば、人間の１年は犬の７年に匹敵し、世の流れ時代の変化の速さを指す言葉だそうで
す。格言にあるように年明けと共に株価も上がり「戌笑う」年になるのか、安堵をしているとすでに下り坂を転
がり始めているという事にもなりかねない、江戸から400年の歴史を顧み一歩を踏み出すことが大切かと思いま

す。６号から22号までを担当させていただきましたが、今号をもって任期満了となります。次号は総代会後の新広報委員にバトンタッチを
させていただきます。多くの皆さんにお力添えご協力をいただきありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　 　　　 （H・A）

編 集 後 記

問　　題　東近江市に関係のある名前が付いている桜は
どれでしょうか？

　　　　　①湖東桜　　②永平寺桜　　③永源寺桜

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5月31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21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。

外来魚の再放流の禁止対象水域は琵琶湖、西の湖と、何湖でしょうか？ 内湖（伊庭内湖）

新たにリニューアルしてパワーアップしました！
美味しいお肉とホルモン各種、
さらに豊富な逸品をご用意しております。

〒529-1537
東近江市市子殿町206-3
TEL 0748-55-4085
定 休 日：木曜日
営業時間：17:00～23:00
　　　　　22:30ラストオーダー

のどかな田畑に囲まれた古民家で
コミュニティカフェをオープンしています。
オーガニックにこだわった食材で体に
優しいメニューを提供しています。
（ランチ、 会食は要予約）
わた繰りや野草エキス作りなどの
手仕事ワークショップも随時開催！

ワークショップなどの
レンタルスペースとしても

ご利用ください！

詳しくは HPまで
http://hyh.jp

住　　所：東近江市梅林町90
営業時間：10：00～16：00（不定休）
　　　　　（会食の場合は16：00以降も受付いたします）
駐車場有
お問い合わせ：080-6106-0557（藤田まで）

フレンドマート湖東店近く

営業時間：10：00～22：00（最終受付21：00）
定 休 日：年中無休
ご 料 金：平日大人（中学生以上）￥1,300、土日祝日￥1,500
　　　　　平日小人（中学生未満）￥ 700、土日祝日￥ 800
　　　　　3歳未満全日￥200

永源寺の麓で至福のひと時を。
癒しの設備が非日常な時間を演出する。

〒527－0212　滋賀県東近江市永源寺高野町352
永源寺温泉　八風の湯
TEL 0748－27－1126
FAX 0748－27－2226

塚本鮒寿し店
近年養殖鮒寿しの多い中、当店は琵琶湖の白石沖
で取れた天然鮒を伝統の手法で塩切りし飯付けして
います。骨も柔らかく臭みもなく栄養面でも優れて
鮒寿し特有の乳酸菌が体にもよい事も証明されてい
ます。又、全国推奨観光土産品として推薦され、ガッ
チリマンデー等メディアにも紹介されました。

☎0748-45-0240
東近江市粟見新田町472-1
7：00～18：00

自然の味をそのままに“琵琶湖産鮒寿し”の店

おすすめ情報
みやげ用箱入り　1,500円～
鮒寿し　　　　　1,000円～3,000円

旬の食材を使った料理で
四季を味わえるお店です。
アットホームな雰囲気の店です。
お気軽にお越し下さい。

TEL・FAX 0749-45-2663
東近江市横溝町202-44
定 休 日　水曜日
営業時間　17：00～23：00

御料理・会席・仕出し・幕の内・オードブル・その他

会席コース3,500円～

事業所紹介コーナー


