［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
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会員数 1460名
商工会報（令和元年10月18日現在）

奥永源寺の紅葉
琵琶湖の源流のひとつ「愛知川水系」が流れる東近江
市の奥永源寺地域の紅葉です。朝晩の冷え込みと 1 日の
寒暖差が激しくなる頃から紅葉が急速に進みます。澄ん
だ美しいエメラルドグリーンの清流とのコントラストが
映えています。

ホームページ リニューアル

会員紹介ページを追加しました。
参加事業者募集中！
この度、東近江市商工会のホームページを一新しました。これに伴い、会員事務所のイメージアップ並
びに地域へのPRを図ることを目的として、会員紹介のページを設けました。
つきましては、掲載料は無料ですので、これを機に掲載をお願いします。
なお、ホームページ上の「会員紹介フォーム」より入力していただくことになり、掲載順は先着順とな
りますので、ご了承ください。
①「メイン画像（顔写真等）」
②「事業所名」
③「会員名」
④「支部名」（蒲生・永源寺・五個荘・能登川・愛東・湖東）
⑤「所属部会」（商業部会・工業部会・建設業部会・サービス業部会）
⑥「メッセージ」（80文字程度）
⑦「その他画像」（業務内容等、３枚まで掲載可能）
※修正等により調整させていただく場合があります。

↑こちらからも
申込みできます

ロゴマークの選定が始まりました
今年度東近江市商工会では、統一イメージの構築と
会員事業所のイメージアップ並びに地域へのPRを目的
として「ロゴマーク」を作成するためデザインの募集
を行いました。滋賀、京都の美術系大学や市内の高校
等へのポスターの掲示や、ホームページによる募集を
行い、全国より84作品の応募がありました。
２回に亘るロゴマーク選定委員会での検討を経て、最
終作品の絞り込みを終了しました。今年度中には決定し
皆様にお披露目させていただく予定です。お楽しみに…

第８回会員グラウンドゴルフ大会開催
第８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11日（金）
に「すこやかの杜」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３２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
準優勝
第３位
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川添 頼昭さん（五個荘支部）
奥居 敏子さん（湖東支部）
太田美代子さん（湖東支部）

第６回会員親睦チャリティーゴルフ大会開催
10月２日（水）、蒲生ゴルフ倶楽部で第６回会員親睦チャリティーゴルフ大会を開催しました。
台風の影響で曇りがちの天候ではあったものの、雨に降られることもなく、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。参加者については、
ゴルフ推進委員の方々が積極的に参加者を募って頂いたこともあり、過去最高の102名となり、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。
個人の部

優 勝
準優勝
第３位

河原崎茂樹さん（能登川支部）
福本 憲一さん（蒲生支部）
上林 健一さん（能登川支部）

団体の部

優 勝
準優勝
第３位

蒲生支部
能登川支部
湖東支部
優勝
蒲生支部

準優勝

能登川支部

第３位

湖東支部

チャリティー募金を市立愛東中学校へ寄付
11月８日（金）、第６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を市立愛
東中学校へ寄付しました。当日は、愛東支部の支
部長である鈴村副会長から藤田校長と城生徒会長
に102,000円が手渡されました。愛東中学校は、
知・徳・体を高め、実践力のあるたくましい生徒の
育成を学校目標として掲げられ、先生と生徒が一丸
となって取り組んでおられます。藤田校長は、「生
徒のために有効活用させていただきます。」と述べ
られました。このチャリティー募金は、毎年商工会
管内の市立中学校へ寄付していますが、残りは市立
永源寺中学校１校となりましたので、来年度は市立
永源寺中学校へ寄付したいと思います。
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部会報告及び活動報告

商業部会

建設業部会
部会長

日根野

亮一

村林

則夫

支部別懇談会
（部会活動報告会・交流会）
を開催

県外視察研修会を開催

部会の活動報告や支部内の部会員の交流と親睦を図る
ため、支部別懇談会を開催します。全体では中々浸透でき
ない部会活動の内容を伝え、また、支部内でも互いに面識
のない部会員もおられますので、
交流と親睦を図ることで
今後の事業に参加しやすくし、
部会の活性化に繋げます。
なお、すでに開催した支部もありますが、これから開催
する支部の部会員の参加をお待ちしています。

10月24日
（木）
に県外視察研修会を開催しました。
本年
度は、
LIXILショールーム箕面に出向きました。
最新の住宅
設備機器に直接
「見て、
聴いて、
触る」
体験をしていただき、
最新の商品知識を取得することができ、
有意義な研修とな
りました。
なお、11月26日には、午後５時からクレフィール湖東
での研修会を予定しています。
皆様のご参加をお待ちして
います。

済

蒲生支部

と
場

き
所

10月17日(木) 11:30
蒲生コミニティセンター

永源寺支部

と
場

き
所

令和２年１月22日(水)
静岡県浜松市方面

五個荘支部

と
場

き
所

11月26日(火)
納屋孫

能登川支部

と
場

き
所

令和２年１月15日(水) 18:00
鮒清

愛東・
湖東支部

と き 11月28日(木)
場 所 ほたる

済
済

19:30

19:00

工業部会

サービス業部会
部会長
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部会長

岡田

喜吉

部会長

山本

直彦

役員研修会を実施

東近江市内の魅力再発見ツアー

10月16日
（水）
に役員研修会を開催しました。
長浜バイ
オドームで開催された
「びわ湖ビジネスメッセ2019」
を訪
れ、
西日本最大規模の環境産業総合見本市を見学しました。
B to Bの商談・取引に直結することも多い環境ビジネスに
特化した見本市ということで、参加役員も興味深く各出店
企業の担当者からの説明に聞き入っていました。
また、
研修後の意見交換会では、
事業所の具体的な商品開
発にも繋がるような活発な意見が飛び交い、大変有意義な
研修会となりました。

10月10日（木）、地域に眠る魅力や可能性を再発見す
るために部会幹事の前川真司氏説明のもと、東近江市の
東玄関「奥永源寺」を訪れました。
神崎川の雄大な渓谷に圧倒され、室町時代から続く歴
史あるお茶の里「政所」では、樹齢300年の茶樹が大切に
守られ、現在でも茶摘みができる様子に歴史の奥深さを
感じました。
昼食には、きれいな水にしか生息しない岩魚の料理に
舌鼓をうち、木地師の里である君ヶ畑町へ。
木工・モノづくりの発祥と言われる惟高親王が伝えた
木地師文化やさざれ石伝説など数々の伝説に触れ、改め
てこの地域が遠い昔から特別な場所であったことを思い
知らされました。
参加者は14名と少なかったのが残念ですが、ぜひ皆さ
んにも一度は訪れていただきたい場所でした。

部会報告及び活動報告

東近江市商工会青年部
青年部主張発表

部長

村山

明範

近畿大会入賞！
令和元年度、近畿ブロック商工会青年部交流研修会（主張発表近畿大
会）が、9月18日に福井県あわら市で開催されました。滋賀県代表とし
て、当商工会青年部の井出紘史さんが出場されました。小規模事業者持続
化補助金の活用や青年部事業のビジネスプランコンテスト「小者の選択」
を通じての成長過程を発表していただきました。結果は、惜しくも入賞と
なりましたが、練習の成果を全て出し切っておられたのが印象的で、東近
江市商工会を広くＰＲしていただきました。

「東近江

学び！発見！！2019」の放映

青年部情報番組事業「東近江

学

び！発見！！2019」を９月〜11
月に実施しました。この番組は、赤
レンジャイが青年部員の事業所にイ
ンタビューする形式で、事業所の持
つ技術や今後の事業展開について話
しをしていただき東近江スマイル
ネットで放送しました。番組を通じ
て、青年部員の仕事に対しての想い
を、視聴者の方へ広く伝えることが
できました。

東近江市商工会女性部

部長

野村

和代

若手後継者未来創造事業
「東近江市内巡遊、地域資源掘起しツアー」の実施
10 月 15 日（火）に女性部事業である「おもてなし交流事業」に新たなコースを提案するためＴＶ等で活躍中の羽川
英樹氏を講師に迎え、一緒に東近江市内を巡遊しました。
秋日和に恵まれ、3 地域を巡り、最初は、湖東地域「山の神」を訪ね、ご神木のムクノキに圧倒され、続いて愛東地域
「東光寺」へ。本堂、薬師堂や江戸期の梵鐘があり、歴史を感じることができました。最後には、永源寺地域の「棚田」を
ボランティアガイドさんの案内で訪れ、山間から見る棚田の風景は絶景でした。地元とはいえ知らない所ばかりを今
回巡り、東近江市の良さと隠れた名所をたくさんの方に知っていただけるよう羽川氏からのアドバイスも活かし、地域
の魅力が詰まったおもてなしコースづくりに励みたいと思いました。
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経営発達支援事業報告

びわ湖ええもんまるごと物産展
東近江・安土開催
東京スカイツリー®「Beautiful NIPPON」
全国観光PRコーナー出展
去る、11月22日（金）、23日(土)、24日（日）の３日間、東京都・浅草にある商業施設「まるごとにっ
ぽん」３階にて、東近江市商工会と安土町商工会共催「びわこええもんまるごと物産展

東近江・安

土」を開催しました。
この事業は、経営発達支援事業「新たな需要の開拓事業」の取組として、小規模事業者の販路拡大と
売上増加を目的に、14社の会員事業所が出展しました。浅草を訪れる、国内外の観光客や地元住民の
方に、試食の提供や商品の良さを説明することにより、多くの方に商品を知っていただき、購入して
いただきました。出展事業者の中には、
「 まるごとにっぽん」のバイヤーへの紹介やギフト商品への注
文もあり、今後に繋がる物産展となりました。
ま た 、同 時 期 の 1 1 月 2 2 日（ 金 ）～ 2 8 日（ 木 ）、東 京 ス カ イ ツ リ ー ５ 階 出 口 フ ロ ア ― に あ る
「Beautiful

NIPPON」全国観光PRコーナーにて東近江市の観光と会員事業所の商品の紹介、需要

動向アンケートを実施しました。このコーナーは、東京オリンピックが開催される2020年に向け、
東京スカイツリーに来場される海外からのお客様をはじめ、より多くの方々に日本全国の各県・各地
域の旬の情報を発信することを目的に設置されており、東近江市で製造・販売されている商品や観光
情報を広くPRすることができました。
商工会では、引き続き、小規模事業者の販路開拓、売上増加につながる支援を伴走型で進めて行き
ますので、今後も積極的な出展をお待ちしています。

びわ湖ええもんまるごと物産展

東近江・安土

東京スカイツリー®「Beautiful NIPPON」全国観光PRコーナー
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お知らせ
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、令和２年１月20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＞
日程・場所
市役所湖東支所

1/7

1/8

1/9

1/10

1/14

火

水

木

金

火

○

○

○

○

○

蒲生コミセン

○

○

永源寺コミセン

○

○

五個荘コミセン

○

○

能登川コミセン

○

○

○

消費税の確定申告書を
作成するためには、
「区分経理」が必要です。
令和元年10月１日から消費税の軽減税率制度が
実施されました。これに伴い、仕入れや経費に軽
減税率（８％）対象品目がある場合、消費税確定
申告書を作成するためには、仕入れや経費を税率
ごとに区分して帳簿に記載する「区分経理」を行
う必要があります。
また、消費税の申告で仕入れ税額控除の適用を
受けるためには、原則として「区分経理」をした
帳簿の保存が必要です。
決算書類からは消費税確定申告書の作成ができ
ません。このため、課税期間内の課税取引を税率
ごとに区分できるようにすることが必要です。

○

＜受付時間＞ ※いずれの会場も同じです
午前９時30分～12時 午後１時～３時
＜事務手数料＞
・事務手数料
（基本手数料 3,300円、従業員2名以降1名につき1,100円）

最低賃金改定のお知らせ
滋賀県最低賃金は、

３日から、

令和元年10月

866円となりました。

１時間

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。）
※最低賃金についてのお問い合わせ先
滋賀労働局 賃金室
℡（077）522－6654
東近江労働基準監督署
℡（0748）22－0394
●賃金引上げのための助成金制度のお問い合わせ
は、滋賀労働局雇用環境・均等室（077-5231190）まで。

東近江市近江匠人
認証制度の事業者募集
東近江市の物産と聞いて、何を思い浮かべますか？
鈴鹿から琵琶湖まで広がる東近江市には、多様性のあ
る自然と奥深い歴史、伝統、文化が息づき、人々の暮
らしの中で多くの物産が生み出されてきました。そこ
には、作り手の思いや、歴史的背景など物産を取り巻
く物語があり東近江市の魅力の一つであると言えま
す。
東近江市近江匠人認証制度は、「人や地域とのつな
がり」「本物へのこだわり」「未来への継承」の３つ
の視点に基づき、東近江市の物産を東近江市近江匠人
として認証し、認証ロゴマークを用いて東近江市の物
産の魅力を市内はもとより市外へと広く発信する、東
近江市初のブランド認証制度です。
この度、第１回目の東近江市近江匠人に認証する物
産を募集します。
東近江市の魅力を一緒に発信していきませんか？
募集期間
令和元年８月1日
（木）から令和元年12月27日（金）
申請対象者
市内で物産を生産、製造、加工または販売する事業を
営む法人または個人
申請方法
東近江市近江匠人認証申請に必要な次の書類を観光物
産課に提出してください。
1
2
3

 近江市近江匠人認証制度実施要綱にある申請書
東
および誓約書
市税に未納がないことを証明する納税証明書
法人の場合は、法人の登記事項証明書の写し
問い合わせ先
東近江市役所 商工観光部 観光物産課
電話: 0748-24-5662
IP電話:050-5801-5662
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事業所紹介コーナー
蒲生支部

永源寺支部

たこ焼き

たかちゃん
・たこ焼き ８個 250円（税込）
・シフォンケーキ 400円（税込）〜
東近江市蒲生岡本町558
TEL：0748-26-4195
毎週水曜日11：00〜17:00 ショッパー桜川店舗前 出店
１カ月に１回 旬菜館さくら（ＪＡ滋賀蒲生町直売所）出店
２カ月に１回 ガリ版マルシェ出店

FLAVOR
〒527-0231 滋賀県東近江市山上町1322-5
営業時間：9：00〜19：00
定休日：毎週月曜日・第一火曜日・第三日曜日
TEL：0748-56-1386
能登川支部

五個荘支部

CAFE

SUGI

カフェ スギ

ロースターで
焼いて食べる
スタイルです !!

地産地消をテーマに滋賀県食材を使用したケーキや焼き菓子、
サイフォンで淹れたこだわりのコーヒーを
中心としたドリンクメニューを、
アットホームな空間でお楽しみいただけます。
営業時間：10：00〜19：00
定休日：毎週月曜日・不定休 駐車場有
〒521-1221 滋賀県東近江市垣見町519-3
TEL：0748-26-3433

愛東支部

湖東支部

食用花で視覚から美味しさを創造する

スマイルキッチン
東近江市八日市東浜町170-1
TEL：0748-56-1270
営業時間：10：00〜18：00
定休日：土・日・祝・月曜日

幸せの花茶

花 no 塩

読者プレゼントクイズの商品

527-0113 東近江市池庄町 2125-2

87farm@gmail.com

87farm

正月用の鏡餅や丸餅などの予約も承ります。

・写真はイメージになります。

※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。

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
問

題

応募方法

まもなく2019年も終わりになります。年明けには全国各地の戎
（恵比寿・えびす）神社で新年の御祈祷や大祭が開催されます。
関西では有名な今宮戎神社、京都ゑびす神社がございます。東近
江市内でもえびす大神を奉斎されておられる神社が？社ござい
ます。以下の中から社数をお答えください。
（８社・18社・28社）
・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。

第28号読者プレゼントクイズ

問題

応募締切 2020年1月31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。

外来種によりあまり獲れなくなった
琵琶湖の固有種の魚はなに？

答え モロコ

編 集 後 記

今年は夏の猛暑、秋の台風（洪水）と日本列島全国各地で、災害の爪痕を残しましたが、幸い東近江市は
大きな災害もなく今日に至ってます。10月１日からは消費税も上がり、消費も冷え込んでる今日この頃です
がこの冬は天気も、景気も暖かい冬であって欲しいです。
（Ｋ．Ｈ）

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。

発行人：東近江市商工会

東近江市池庄町 505 番地

TEL.0749−45−5077

