
桜とガザニアの競演
東近江市大中町の水路沿いに咲く桜とガザニアの花。
毎年この時期になると春の水辺の美しい彩りを醸し出す
ピンクと黄色の見事なコントラストの競演が見られます。

会員数 1,455名
（令和２年２月14日現在）

№302020.03
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



＜作品の説明＞
　人と人の結びつきを意味する「link」の「ℓ（l
の筆記体）」をつなげて、東近江市商工会の頭文
字「H」を表わしています。また三つの○と組み合
わせて、手をつなぐ人々（商工会・地域・社会）
の姿を象徴化するとともに、企業の社会的責任
（CSR）につながる理念として知られる近江商人
の「三方よし」を表わしています。途切れることな
くループする「H」には、永続する事業と東近江市
のさらなる発展への願いが込められています。

　今年度、東近江市商工会で募集した「ロゴマーク」は、全国各地から84作品の
応募がありました。10月開催のロゴマーク選定委員会で２作品が選ばれ、12月開
催の地域活性化委員会、理事会での審査の結果、最優秀賞１作品を決定しました。

想いのこもった素晴らしい作品が多く、審査には大変苦慮しました。ご応募いただきました皆様には心より感謝申
し上げます。
　今後、ロゴマークが皆様に広く認知され、長く親しまれると共に、人と人とをつなぎ、会員事業所と東近江市商
工会が永続的に発展することを願い、商工会活動の様々な場面でロゴマークを活用していきたいと思います。

最優秀賞　中澤　淳　氏（大津市）

新年賀詞交歓会
ロゴマークで会員の商品・サービス、日本一を後押し!!

　去る１月20日（月）、八日市ロイヤルホテルにおいて、小椋市長、西﨑市議会議長他、来賓多数や商工
会関係者121名参加のもと、令和２年新年賀詞交歓会を開催した。会場は、終始出席者の熱気で包まれてい
た。
　始めにロゴマークの表彰式を行い、足立会長より、最優秀賞に輝いた中澤淳氏に対して、表彰状、ロゴ
マークのパネルおよび賞金の授与を行った。
　その後、広瀬副会長より開会の辞を述べ、足立会長より、主催者を代表して挨拶を行った。この中で、足
立会長は、昨年は新しい時代の幕開けとなったが、自然災害の猛威により、全国各地で甚大な被害が出て、
今も被災されている方々へのお見舞いを述べた。
　また、「商工会は行きます　聞きます　提案します」をスローガンに掲げ、職員による毎月１回会員事業所
への巡回訪問の結果、今年度の小規模事業者持続化補助金の申請については、第１次は80件、第２次では40
件の申請件数で合計120件の申請をし、県下全体の約20％が当商工会の申請が占めているとの報告を行った。
　さらに全国商工会会員福祉共済においては、純増口数総合部門、けがの補償部門で念願の全国1,660ある
商工会のトップに立つことができ、会員をはじめ関係各位に対してお礼を述べた。
　今年は、ロゴマークを活用して、会員の商品・サービス、日本一の後押しをしたいと述べ、東近江市に
とってはなくてはならない組織として、八日市商工会議所とともに歩んで行くと述べた。
　最後に今年の干支のネズミは、商売繁盛、五穀豊穣の言われがあり、繁盛する年になることを願い、開催
の挨拶とした。
　この後、出席者を代表して小椋市長、上西県連合会副会長から祝辞があり、西﨑市議会議長の乾杯によ
り、終始賑やかな交歓会が行われ、最後は鈴村副会長の中締めにより、盛会裏に終了した。
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第59回商工会全国大会にて優秀商工会受賞
　令和元年11月21日（木）、東京・渋谷のＮＨＫ
ホールで第59回商工会全国大会が開催されました。全
国から約3,000名の商工会関係者が集まり、来賓とし
て安倍晋三内閣総理大臣他、各界の代表者等が出席さ
れる中、足立会長は全国商工会連合会森会長より、受
賞者を代表して表彰状を授与されました。
　けがの補償部門全国第１位、純増割合の部全国第３
位、純増口数の部総合部門で全国第１位に輝きました。
　福祉共済導入後２年目で全国1,660商工会のトップ
に立つことができたのは、ひとえに会員皆様のご協力
のお陰であると深く感謝を申し上げます。

行政懇談会

令和２年度市補助金要望と
地域の活性化等について懇談

　令和元年10月25
日（金）、クレフィー
ル湖東において、小椋
市長をはじめ、市商工
観光部長・次長・担当
課長及び商工会正副会
長・筆頭理事との懇談
会を開催しました。初めに足立会長から小椋市長
へ令和２年度市補助金要望書が手渡されました。
その後、空き館となっている商工会館の利用につ
いてと市内の活性化策について、行政と忌憚のな
い意見交換を行い、今年も成果のある懇談会を開
催することができました。

三重県いなべ市商工会との
交流会を開催

　令和元年11月12日（火）、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、12回目を迎えました。今
回は、当商工会が幹事を務めました。先ず、商工
会事業について、情報交換を行い、その後、能登
川・佐野町で大正時代初期に制作され、今は保存
会のメンバーが伝承されている「おうみだるま」
の制作体験をしていただきました。参加者は、細
い筆を駆使しながら真剣な眼差しでだるまとにら
めっこをしていました。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
会を終了しました。

忘れていませんか？共済金のご請求
 ケガ通院　３日目からお支払いします！
 ケガ入院　１日目からお支払いします！

　（６～12歳、66歳以上の方のみ３日目から）
 疾病入院　お見舞金をお支払いします！

　（ 障害プラン・傷害ライトプランで65歳以下の方、30日以
上の場合）

まずは、商工会までお電話ください。
TEL 0749－45－5077
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新規加入会員の紹介
平成31年3月16日〜令和２年2月15日

事　　業　　所　　名 事業主名 事業内容 所属支部名
1 ごはんとおやつ　sou 野村ひとみ 飲食業 蒲　生
2 （株）capture 寺本　友和 電機設備 蒲　生
3 breeze 三宅　雅之 美容業 蒲　生
4 あまつち自然農園 安藤　良平 米生産・販売、菓子製造 蒲　生
5 岡　　健志 建設業 蒲　生
6 L.S.D.engineer 松崎　　誠 建設業 蒲　生
7 やまひろ 阿野　信雄 林業 永源寺
8 大和田とうふ店 大和田賢二 豆腐製造小売 永源寺
9 pizzeria魚幸商店 端　多美江 飲食業 永源寺
10 T-グライディング 寺田　滋己 リサイクル業 永源寺
11 （株）栄工業所 前　　俊充 管工事業 永源寺
12 BRASSERIE　epattache 田原　朋子 飲食業 五個荘
13 とりやき　サントリ食堂 三島　隆祥 飲食業 五個荘
14 （株）かわぐち 川口　　太 電気工事 五個荘
15 （株）Good　One 橋本真奈美 車両レンタル業 五個荘
16 small dog salon relish 杉本カンナ トリミング業 五個荘
17 ゆるり処　和み 野　　　隆 飲食業 五個荘
18 ボディメンテナンスサロン　ユーラシィー 市田　雄也 整体業 五個荘
19 ビートル能登川 安田　　学 美容業 能登川
20 リラクゼーションサロン　SEGAR 戸嶋　樹里 リンパマッサージ 能登川
21 ソフトバンク能登川 橋場　崇典 ソフトバンクショップ 能登川
22 トキワ塗装 北村　和樹 塗装業 能登川
23 （株）健恵 野村　恵子 清掃・リフォーム 能登川
24 Cafe Sugi 杉江　明紀 飲食業 能登川
25 かくれ家Diningいただき 若林　　寛 飲食業 能登川
26 （株）エフレボ 藤野　智幸 パソコンサポート・ＨＰ制作 能登川
27 インテリア堀 堀　　駿樹 内装業 能登川
28 K′s Machine Service 桂田　久司 機械整備 能登川
29 聖明 渕田　聖明 小売業 能登川
30 （株）松和 松浦　和也 建設業 能登川
31 Hair－isis 岸田　賢治 美容業 能登川
32 山吉工業 吉田　龍哲 建設業 能登川
33 新米クラブ 清水　洋市 米生産・販売 能登川
34 精肉店直営　近江牛直売所 西野　立寛 飲食業 能登川
35 TWO　SUNSETS 山本　和己 飲食業 能登川
36 村勝建築 村山　勝彦 建設業 愛　東
37 音雨音木工所 竹内　鉄平 木工業 愛　東
38 エフライズ（株） 小川　伸司 飲食業 愛　東
39 NPO法人　愛のまちエコ倶楽部 野村　正次 食品製造小売 愛　東
40 （有）T&S 塚本　晃弘 ガス販売 愛　東
41 （株）万葉 佐野　悦代 飲食業 愛　東
42 （株）SGK 川瀬　重和 不動産業 愛　東
43 キッチンLaugh！Cotan 北川美保子 飲食業 愛　東
44 （株）奥田工務店 古谷　　孝 建設業 愛　東
45 （株）RYUSEI 丸橋　　定 建設業 湖　東
46 武田機械サービス 武田　秀紀 農機具修理販売 湖　東
47 近江牛処　肉バル　ますざき 増﨑　　亨 飲食業 湖　東
48 大黒　竜二 建設業 湖　東
49 エム　ワークス 北川　幹夫 建設業 湖　東
50 ヒロ建設 北川　　博 建設業 湖　東
51 ＆mart 福田　真人 美容業 湖　東
52 （株）フェリシタシオン 関澤征史郎 トマト生産・販売 湖　東
53 ビルクリーニングヒロタ 廣田　栄次 清掃業 湖　東
54 山下　達也 林業 湖　東
55 伊塗装 伊藤　仁哉 塗装業 湖　東

敬称略
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商業部会
部会長　日根野　亮一

建設業部会
部会長　村林　則夫

工業部会
部会長　岡田　喜吉

サービス業部会
部会長　山本　直彦

　令和2年１月26日(日)・27日(月)、20名の参加者によ
り愛媛県松山市へ県外視察研修会を実施しました。
　視察先は世界遺産的産業遺産の里「マイントピア別
子」、滋賀県長浜市・賤ケ岳の合戦で七本槍の七将の一人
である加藤嘉明城主の「松山城」、「今治タオル美術館」。そ
れぞれの研修先では、新たな発見と商売に繋がるヒント

を得ることが
できました。
また、道中で
は讃岐うどん
に舌づつみ、
夜は地元の料
理と道後温泉
を堪能し、参
加者の懇親が
より深まった
２日間の研修
でした。

　令和元年11月26日(火)、クレフィール湖東におきまし
て、32名参加のもと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京都銀行　八日市支店　支店長 
山下 聡氏をお迎えして「最近の東近江市の経済情勢と、
今後の見通し」をテーマに分かりやすくご講演していた
だきました。
　研修会終了後の交
流会では、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。
　当部会では、各種資格取得に係る支援事業を実施してい
ます。各種技能資格の取得を促進し、部会員の事業発展、拡
大に資するため、部会員の技能資格等の取得に関し、受講
経費の一部を助成します。　

講演会の開催

日時：令和２年３月18日（水）18：00から
場所：日本料理 魚繁大王殿
講師：（株）はたけのみかた　代表取締役 武村 幸奈氏
　県産の無農薬野菜を使った離乳食が様々なメディアで
注目され、内閣府 女性のチャレンジ賞など多数の受賞歴
のある「三方よし」の精神で生産者から消費者へ“モノ・コ
ト・サービス”を提供することを活かして経済や社会を元
気にという理念のもとに活躍されている講師から講演を
していただきます。
　皆様のご参加をお待ちしています。

※２月３日・４日に予定していた県外視察研修は、参加者
が最小催行人数に達しませんでしたので、中止させて
いただきました。参加を予定していただいた部会員の
皆様、大変申し訳ございませんでした。

部会報告及び活動報告

　令和２年２月７日（金）、八日市ロイヤルホテルにおき
まして、32名参加のもと講演会及び交流会を開催しまし
た。講師として宮川バネ工業（株）代表取締役社長　宮川
草平氏を講師にお招きし、「町工場でもできる新卒採用」
～お金をかけずに採用で勝つ～というテーマのもと、“人
材採用や育成”について講演をしていただきました。
　中小企業にとって、新卒採用が依然として厳しい現況
の中で、積極的に様々な取り組みをされた結果、地域でも
トップクラスの採用実績の企業ということで、参加者も
熱心にメモを取り、聞き入っていました。また、人材育成
や離職率を低下させる取り組み等についても学ぶことが
できました。
　研修会終了後は、交流会を開催し、部会員同士が交流を
深めることができ、大変有意義に終了することができま
した。

4月22日（水）17:30～ 鮒清部会総会案内

４月16日（木）17:00～ クレフィール湖東部会総会案内

4月中旬～下旬　ところ：未定
後日ご案内させて頂きます部会総会案内

４月21日（火）18:00～ 八日市ロイヤルホテル部会総会案内

助成回数

一般社団法人 日本クレーン協会滋賀支部が実施する次の資格等

あ①玉掛け技能講習
あ②クレーン運転技能講習(小型移動式、床上操作式)
あ③クレーン運転特別教育

対象者 あ①部会員　②部会員とその事業に従事する家族、従業員あ

資格の
種類

あ1部会員事業所、年度内1回限り

あ資格等受講料金の4分の1以内とし千円未満を切り捨てた金額か、
あ5,000円のいづれか低い方の金額

助成金額

申請方法

あ①申請書(様式１)
あ②一般社団法人日本クレーン協会滋賀支部に支払った受講料金領収書 　　　　　
ああ(振込先が確認できる振込用紙)のコピー
あ③受講資格の種類が確認できる書類のコピー(受講票等)
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東近江市商工会青年部 部長　村山　明範

東近江市商工会女性部 部長　野村　和代

東近江市観光ＰＲカレンダー「赤レンダー」完成！
　若手後継者等未来創造事業補助金により、東近江市の魅力を発信するカレンダー「赤
レンダー」を作成しました。この「赤レンダー」は、赤レンジャイとコラボして、地域
の方及び東近江市内観光客へ配布することで、地域の観光開発に繋げていく目的で作成
しました。青年部の完全オリジナルカレンダーであり、毎月10日の立ち番や、６月10
日の商工会の日、地域のイベント写真も掲載しました。この「赤レンダー」ですが、お
陰様で好評をいただき、1,000枚作成しましたが、現在品切れとなりました。この場
をお借りしてお礼申し上げます。青年部は、これからも東近江市を青年部の視点から、
広域にＰＲしていきたいと思います。

県外研修において「三田市商工会青年部」と交流
　令和２年２月２日（日）・３日（月）にかけて、兵庫県三田市
への県外研修を実施しました。三田市商工会青年部は、部員増
強運動で全国一位を取った実績があり、部員増強のノウハウを
学ぶことができました。同時に青年部員の減少という問題を
シェアでき、大変有意義な意見交換会とすることができまし
た。この県外研修を活かし、東近江市商工会青年部は、部員の
増強にも力を入れ、今後益々躍進していきます。

令和元年度「経営講演会＆女性部の集い」
　令和元年11月13日（水）、紅葉の美しさとつわ蕗の黄色の花の艶やかさが
際立つ長命寺のフレアージュダリアンスにおいて、恒例の経営講演会＆女性部
の集いを開催しました。
　今年も大勢の参加者で、講演会場はチャペルを利用させていただき、会場ま
での登り坂がきつかったとのお声もありましたが、チャペルに入ると琵琶湖が
一望できる素晴らしい会場でした。
　講師は、（株）チャックスファミリー取締役 髙坂麻紀氏です。1994年東京
ディズニーランドアンバサダー（親善大使）としてご活躍は勿論のこと「コ
ミュニケーション術」相手の気持ちを推し量るテクニックとディズニーテーマ
パークにかける熱い思いを拝聴しました。

　その後の女性部の集いで
は、美味しいお料理をいただき、この会場も私達が最後とのこ
と。次回からはブライダルとして生まれ変わるそうです。
　宴闌ともなりますとお隣との会話も弾みます。“今日は来て良
かった”と思っていただける瞬間ではないでしょうか。
　今回は若い部員の参加が多く、次の世代の手応えを感じました。
　来年度も素晴らしい講師とお料理で皆様のご参加をお待ちして
います。

部会報告及び活動報告

部員総会案内 ４月15日（水）10:30～ 八日市ロイヤルホテル

部員総会案内 ４月15日（水）18:00～ 八日市ロイヤルホテル
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お知らせ

東近江市商工会青年部 部長　村山　明範

東近江市商工会女性部 部長　野村　和代

東近江市観光ＰＲカレンダー「赤レンダー」完成！
　若手後継者等未来創造事業補助金により、東近江市の魅力を発信するカレンダー「赤
レンダー」を作成しました。この「赤レンダー」は、赤レンジャイとコラボして、地域
の方及び東近江市内観光客へ配布することで、地域の観光開発に繋げていく目的で作成
しました。青年部の完全オリジナルカレンダーであり、毎月10日の立ち番や、６月10
日の商工会の日、地域のイベント写真も掲載しました。この「赤レンダー」ですが、お
陰様で好評をいただき、1,000枚作成しましたが、現在品切れとなりました。この場
をお借りしてお礼申し上げます。青年部は、これからも東近江市を青年部の視点から、
広域にＰＲしていきたいと思います。

県外研修において「三田市商工会青年部」と交流
　令和２年２月２日（日）・３日（月）にかけて、兵庫県三田市
への県外研修を実施しました。三田市商工会青年部は、部員増
強運動で全国一位を取った実績があり、部員増強のノウハウを
学ぶことができました。同時に青年部員の減少という問題を
シェアでき、大変有意義な意見交換会とすることができまし
た。この県外研修を活かし、東近江市商工会青年部は、部員の
増強にも力を入れ、今後益々躍進していきます。

令和元年度「経営講演会＆女性部の集い」
　令和元年11月13日（水）、紅葉の美しさとつわ蕗の黄色の花の艶やかさが
際立つ長命寺のフレアージュダリアンスにおいて、恒例の経営講演会＆女性部
の集いを開催しました。
　今年も大勢の参加者で、講演会場はチャペルを利用させていただき、会場ま
での登り坂がきつかったとのお声もありましたが、チャペルに入ると琵琶湖が
一望できる素晴らしい会場でした。
　講師は、（株）チャックスファミリー取締役 髙坂麻紀氏です。1994年東京
ディズニーランドアンバサダー（親善大使）としてご活躍は勿論のこと「コ
ミュニケーション術」相手の気持ちを推し量るテクニックとディズニーテーマ
パークにかける熱い思いを拝聴しました。

　その後の女性部の集いで
は、美味しいお料理をいただき、この会場も私達が最後とのこ
と。次回からはブライダルとして生まれ変わるそうです。
　宴闌ともなりますとお隣との会話も弾みます。“今日は来て良
かった”と思っていただける瞬間ではないでしょうか。
　今回は若い部員の参加が多く、次の世代の手応えを感じました。
　来年度も素晴らしい講師とお料理で皆様のご参加をお待ちして
います。

部会報告及び活動報告

部員総会案内 ４月15日（水）10:30～ 八日市ロイヤルホテル

部員総会案内 ４月15日（水）18:00～ 八日市ロイヤルホテル

第89回
東京インターナショナル
ギフト・ショー春2020

東京ビッグサイト
（東京都江東区有明）

2020年2月5日～2月7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）

2020年2月19日～20日

第13回
アグリフードEXPO大阪

観光商談
マッチングフェア2019

新宿NSイベントホール
中ホール

2019年12月11日

3出展支援事業所数 4出展支援事業所数1出展支援事業所数

済 済 済

経営発達支援事業
　東近江市商工会では経営発達支援事業の計画に基き、各種展示会・商談会への出展料の助成や、職員による当日
のサポート、引合いの対応まで、一貫した支援を行っています。出展には諸条件がありますが、販路開拓のご相談
は東近江市商工会までお問い合わせ下さい。
　本年度実施した展示会・商談会は下記のとおりです。

確定申告はお済ですか？

　個人事業の所得税申告は、３月16日
（月）まで。消費税申告は３月31日
（火）までとなっています。期日までに
申告してください。また、納税は便利な
振替納税をご利用ください。
　振替納税は、所得税４月21日（火）、
消費税４月23日（木）となりますので、
資金の準備を忘れずに。

新型コロナウイルスに関する県内事業者向け
相談窓口の設置について

　滋賀県商工観光労働部では、新型コロナウイルスの流行
により、中小企業等への経営面、資金面への影響が懸念さ
れることから、下記のとおり県内事業者向け相談窓口を設
置します。
　なお、県内の経済団体においては、１月29日付けで下
記のとおり相談窓口が設置されていますので、あわせてお
知らせします。

記

担当課 相談内容 電話番号 相談受付時間
（土日祝日を除く）

中小企業支援課
総合窓口 077-528-3730

午前８:30～
午後５:15融資制度 077-528-3732

東近江市商工会 経営全般 0749-45-5077

　なお、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、よろず支
援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機
構、近畿経済産業局等においても相談窓口が設置されてい
ます。

消費税が増税され
ました。納税額も
増えています。
計画的な納税資金
のご準備を！
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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。

　平成から令和に変わり、早くも１年が過ぎようとしています。月日が経つのは、あっという間ですね。昨年の秋から暖かい日が

続き、今年も暖冬かなと思っていましたが、やはり寒かったですね。これからは、草花の芽も吹き始めて、心地よい季節になると思

います。我々広報委員も残す所あと１年となりましたが、会員の皆様に情報を発信できるように努めてまいります。（S.O）

編 集 後 記

問　　題　旧能登川町では、かつて水車が精米や製粉に活躍しており、一時
は36基もあった姿を消してしまいました。しかし1991年に「能登
川水車とカヌーランド」が開設され、このシンボルとなって復活
しました。さて、この大水車の直径は何メートルでしょうか？

　　　　 （ヒント７m・13m・20m）
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　2020年４月30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29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。

18社
東近江市内にある、
えびす大神が奉斎されている神社はいくつ？

東近江市でエステやリンパトリートメ
ントをお探しならサロン ド マルにお
越しください。ボディケア、フェイス
ケアであなたの美をサポート致しま
す。ご予約お待ちしております。

〒529-1541 滋賀県東近江市蒲生堂町328-197
（駐車場４～５台完備！）

Salon de MaLu サロン ド マル

CONTACT

☎090-3729-7704
完全予約制10:00～17:00（時間外はお電話にて応相談）
施術中など電話に出られない事がございますので
後ほどお掛けいただいた番号に折り返しご連絡致します。

Salon de MaLu
公式ホームページ

Salon de MaLu
公式アプリ

蒲生支部

YOU館’s
【ユアーズ】

Hair Cut Saloon

滋賀県東近江市五個荘竜田町634

TEL 0748-48-3881
営業時間　９:00～ 19:00
定 休 日　月曜日 第１・第３火曜日

五個荘支部

キッチン
ラフコタン Laugh! Cotan

カラダにやさしい ごはんとおやつのお店

〒527-0012
滋賀県東近江市八日市本町６番９号
HON6GARDEN内
TEL：0748-56-1463
    laughcotan

営業時間：
【昼ごはん＆カフェ】11:30～
【夜ご飯＆お酒】18:00～20:30
（金土および祝日前22:00）
定休日：不定休　P数台あり

愛東支部

ラーメン専門店
麺庭　寺田屋
〒527-0225　東近江市新出町 329-1
営業時間　11:00-15:00　18:00-21:00
定休日　月曜日
電話　050-5802-9700

永源寺支部

リラクゼーションサロン S E G A R

オ ー ナ ー 戸嶋 樹里
郵 便 番 号 〒521-1221
所　在　地 滋賀県東近江市山路町320-105号室
定　休　日 日曜日・祝祭日
営 業 時 間 9:00～18:00(最終受付16:30)
電 話 番 号 090-9581-6488
予約の有無 女性限定、完全予約制
駐車場の有無 有り

リラクゼーションサロンSEGAR「健康で長生き」を
テーマに皆様の体のメンテナンスをしています。
リンパマッサージ専門店です。
よもぎ蒸し、フェイシャル、痩身メニューもあります。

能登川支部

湖東支部

事業所紹介コーナー


