
真夏の風物詩「ひまわり」
　毎年７月、東近江市大中町付近の湖周道路を近江八幡市
方面へ走行していると、ひまわり畑が一面に拡がります。夏
の風物詩として、思わず車を止めて見入ってしまいたくなるよ
うな鮮やかな黄色の大輪を咲かせます。感染拡大する新型
コロナウイルス感染症に打ち勝つ元気がもらえそうです。

会員数 1454名
（令和２年５月25日現在）

№312020.06
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



令和２年度 第10回通常総代会の開催 （書面審議による議決）
　今年度の通常総代会については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う政府の緊急事態宣言の発令等の状
況を踏まえ、５月22日（金）午後２時から商工会会議室において、会長・副会長出席の下、書面による議決権行使
での開催をしました。
　令和元年度事業の総括概要については、月１回会員事業所を巡回訪問する「商工会は行きます　聞きます　提案
します」を実践した結果、多くの会員事業所に各種補助金を活用していただくことができました。特に小規模事業
者持続化補助金については、120件の申請をし、県下全体686件の申請件数の約20％が当商工会の申請件数が占
めています。この他にも滋賀県経営革新計画の承認申請の支援、認定支援機関として経営改善に取組む会員企業の
経営改善計画の認定支援および創業促進補助金やものづくり補助金等の申請の支援を行い、会員満足度の向上に努
めることができました。
　提出議案については、定款や運営規約の一部改正等で令和元年度決算額２億2,605万円や令和２年度当初予算額
２億1,231万円他、全て原案通り承認されました。
　なお、今後の新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、各種事業の実施は懸念されますが、重点項目は、次
のとおりです。

会議開催計画
（正副会長・筆頭理事会議）

第何回 月　　日 時　間 場　所
1 ４月24日（金） 15:00 出席者縮小開催
2 ５月12日（火） 15:00 中止
3 ６月19日（金） 15:00 商工会
4 ７月７日（火） 15:00 商工会
5 ８月21日（金） 15:00 商工会
6 ９月８日（火） 15:00 商工会
7 10月16日（金） 15:00 商工会
8 11月10日（火） 15:00 商工会
9 12月18日（金） 14:00 商工会
10 １月12日（火） 15:00 商工会
11 ２月19日（金） 15:00 商工会
12 ３月23日（火） 15:00 商工会

（理事会　開催計画）
第何回 月　　日 時　間 場所等
1 4月24日（金） - 書面審議
2 6月19日（金） 17:00 湖東支所
3 ８月21日（金） 17:00 湖東支所
4 10月16日（金） 17:00 湖東支所
5 12月18日（金） 16:00 湖東支所
6 2月19日（金） 17:00 湖東商工会館
7 3月23日（火） 17:00 湖東支所

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により変更することがあります。

　以上の重点項目に基づき、役職員が一丸となって商工会活動および地域商工業の振興発展のため積極的に取り組
む所存ですので、会員各位のより一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

職員の人事異動のおしらせ（敬称略）

主任　小杉　里奈（栗東市商工会へ）
主事　北井　達也（瀬田商工会へ）

転 出 （令和２年３月31日付）

主任　下村　大地
主事　夏原　一樹

退 職 （令和２年3月31日付）

ご苦労様でした。

重点項目
1.創業者支援相談事業の実施

2.�経営発達支援事業及び小規模事業承継マッチン
グ事業の実施

3.�経営発達支援事業の新たな枠組みによる申請

4.事業継続力強化支援計画の迅速な対応

5.地域振興事業等の実施

6.会員向け補助金等の活用支援

��7.消費喚起対策の実施

��8.クラウドファンディングの研究・検討

��9.各種共済制度の普及推進

10.会員の福利厚生事業・親睦事業の実施

11.ロゴマークの活用

12.関係団体・金融機関等との連携強化

（令和２年４月１日付）転入等

よろしくお願いします。

主査　大橋　郁美（安土町商工会より）
主任　村井　　潤（愛荘町商工会より）
主事　松岡　知世（東浅井商工会より）
主事　青木　　裕（新規採用職員）
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部会報告

活動報告

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、業種別部会の部会総会や青年部女性部の部員総会につきまして
は、書面審議による表決を行いました。
　今年度の事業計画や予算につきましては、提出議案全て承認されましたが、今後の感染拡大の状況により、事業
縮小を余儀なくされる場合がありますが、部会発展のため積極的に事業推進しますので、ご協力をお願いします。

市に緊急要望書提出
　4月28日（火）、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大に伴う会員企業の厳しい経営状況を
受け、足立会長、広瀬副
会長、鈴村副会長は、小
椋市長に対して緊急要望
書を提出しました。内容
は、市独自の資金繰り策
の創設と収束後の消費喚
起策の大型施策の実施で
す。一早く収束すること
を願うばかりです。

マスクとハンドジェルを寄贈
　緊急要望書提出前にマスク10,000枚とハンドジェル除菌液
500mlを240本寄贈しました。足立会長は、「医療現場の最前線
で活躍している医療従事者の
方や感染弱者と言われる老人
介護施設等へ役立てて欲し
い。」と小椋市長へ目録書を
手渡しました。

＃東近江おうちごはん
　会員の飲食店が販売する弁当やテイクアウトを
紹介したチラシを30,400部作成し、市内の新聞
に折込みをしました。「＃東近江おうちごはん」
と題してA２判両面に54店舗が紹介され、毎日日
替わりで注文しても約２カ月かかる盛りだくさん
の内容です。この厳しい
時こそ美味しいごはんを
食べてコロナを乗り越え
ましょう。
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令和元年度　経営発達支援事業（東近江市商工会・安土町商工会）事業実績（主な事業）
Ⅰ．経営発達支援事業の内容
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】

目標数値 達成数値 達成率
立命館大学と連携した地域景況調査回数� 年２回
調査件数� 230件

地域景況調査回数� 年２回
調査件数� 231件

100.0％
100.4％

商店街実態調査回数� 年１回 商店街実態調査回数� 年１回 100.0％
２．経営状況分析に関すること【指針①】

目標数値 達成数値 達成率
経営状況分析に向けた情報収集の為の巡回件数
� 1,670件（実企業数） 巡回件数� 1,733件 103.8％

分析及び課題抽出事業者件数� 95件 分析事業者件数� 95件 100.0％
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】

目標数値 達成数値 達成率
小規模事業者向け事業計画策定セミナー開催回数� ６回 開催回数�� 7回 116.7％
セミナー参加者�事業計画策定数� 35件
経営分析実施事業者　事業計画策定数� 95件

セミナー参加者�事業計画策定数� 35件
経営分析実施事業者　事業計画策定数� 95件

100.0％
100.0％

東近江小規模事業承継マッチング支援センター
事業承継支援件数� 30件 事業承継支援件数� 30件 100.0％

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
目標数値 達成数値 達成率

経営指導員フォローアップ事業者数� 130件
延べ巡回数� 780件

フォローアップ事業者数� 130件
延べ巡回数� 865件

100.0％
110.9％

５．需要動向調査に関すること【指標③】※事業計画に基づいて開発した商品・サービスについてアンケート調査
目標数値 達成数値 達成率

観光客対象　アンケート調査枚数� 1,200枚
地域需要型　アンケート調査枚数� 1,200枚

アンケート調査枚数� 1,318枚
アンケート調査枚数� 1,464枚

109.8％
122.0％

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】
目標数値 達成数値 達成率

展示会・アンテナショップ出品事業者数� 15事業所
上記の商談件数� 150件

出品事業者数� 41事業所
上記の商談件数� 824件

273.3％
549.3％

ホームページ、ＳＮＳ等活用事業所数� 25事業所 活用事業所数� 30事業所 120.0％
上記のアクセス数� 2,500件 上記のアクセス数� 231,880件 9275.2％
情報誌等への掲載事業所数� 6事業所 情報誌等への掲載事業所数� 46事業所 766.7％
プレスリリース事業所数�� 6事業所 プレスリリース事業所数� 19事業所 316.7％
海外展開支援事業者数� 7事業所
上記の商談数� 21件

海外展開支援事業者数� 9事業所
上記の商談数� 41件

128.6％
195.2％

情報活用戦略、販路開拓関連セミナー開催数� 8回 セミナー開催数� 8回 100.0％
Ⅱ．地域（経済）活性化に資する取組（連携先：行政、ハローワーク、観光協会、商店街）

目標数値 達成数値 達成率
地域活性化検討会議開催数� ４回 地域活性化検討会議開催数� ４回 100.0％
地域ブランド認定数� ２件 地域ブランド認定数� 13件 650.0％
合同就職説明会開催数� ２件 合同就職説明会開催数� 5件 250.0％
まちなか賑わい創出に関する支援回数� ２回 支援回数� 6回 300.0％
Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み
事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること

目標数値 達成数値 達成率
支援事業の成果の「見える化」報告書作成数� 35件 見える化報告書作成数� 65件 185.7％
事業評価委員会� 開催日時：４月17日（金）新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、書面にて決議しました。
評価委員会からの意見
・�経営発達支援事業の各種事業については、ほどんどの事業において数値目標通りまたは超過達成しており、高く評価できま
す。安土町でのチャレンジショップ事業については、来場者の反応を把握が必要と考えます。
・�事業計画作成支援に関しては、企画の開催回数で目標を超過しているだけでなく、MEOやSNSといったトレンドも盛り込ん
だ内容を多数の参加者に伝えることができたのは重要な成果であると考えます。
・�事業計画作成後の実施支援に関しては、経営指導員報告会で内容を共有していることは重要であると考えます。
・�新たな需要の開拓に寄与する事業については、参加事業者数が大幅に目標を超えているだけでなく、多数の商談成立にもつな
がっており、非常に重要な成果であると考えます。この成果がどのようにして達成されたのかを今後析出することが望まれま
す。
・�地域活性化に関する取り組みで、地域ブランドに13件認定されたことは高く評価できます。雇用促進の取り組みでは、開催
した企画の効果を今後検証する必要があります。
・�経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組みについては、いずれも適切に実施されていると考えます。
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記帳機械化推進員
　中西　清子
（永源寺・湖東）

記帳機械化推進員
　市川　妙子
（五個荘・愛東）

パート職員

記帳機械化推進員
　大迫　ふみ
（蒲生・能登川）

記帳機械化推進員
　池田　詩織
（愛東・湖東）

東近江市商工会　職員体制（R2.6.1）
経営支援のことなら、私達にお任せください。巡回して対応させていただきます。

支部責任者　経営支援課
　主幹　前田　能利
（専門相談・労働保険・
サービス店会）

巡回担当　経営支援課
　主事　松岡　知世
（共済制度・街路灯）

愛東支部

支部責任者　総務指導課
　主幹　安井　　源
（建設業部会・県共済）

巡回担当　総務指導課
　主任　仲村奈津子
（健康診断・スタンプ会）

湖東支部

支部責任者　総務指導課
　主幹　多賀谷直美
（女性部・観光振興）

巡回担当　総務指導課
　主任　村上あおい
（サービス業部会・会計）

五個荘支部

巡回担当　経営支援課
　主事　神山　秀昭
（情報化・BCP）

支部責任者　総務指導課
　主幹　竹井　公子
（商業部会・人権研修）

巡回担当　総務指導課
　主任　小根田秀樹
（工業部会）

蒲生支部

巡回担当　経営支援課
　主任　村井　　潤
（金融・講習会）

支部責任者　経営支援課
　課長補佐　村島　貴平
（経営発達支援事業AP
・エイブルヴィラ・カード会）

巡回担当　総務指導課
　主任　中本　恭平
（青年部・退職金共済）

永源寺支部

巡回担当　経営支援課
　主任　間宮有美香
（経営支援補助）

支部責任者　総務指導課
　課長補佐　森野　直子
（広報・補助金）

巡回担当　経営支援課
　主査　大橋　郁美
（創業支援・記帳関係）

能登川支部

巡回担当　経営支援課
　主事　青木　　裕
（景況調査）

事務局長
　杉山　　清
（総務企画・会議全般）

経営支援課
　課長　小椋　正晴
支部副責任者　永源寺・
五個荘・能登川支部の
副責任者（経営支援全般）

総務指導課
　課長　中嶋美智子
支部副責任者
蒲生・愛東・湖東支部の
副責任者（地域活性化）

〒527-0113　東近江市池庄町505番地　TEL 0749-45-5077　FAX 0749-45-5088

商工会は
 行きます！
 聞きます！

 提案します！
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お知らせコーナー

　雇用されている従業員や青色専従者の1月から６月分までの納期特例を受けた源泉所得税の納期が、令和２年７月
１０日（金）となっていますので、期日までに遅れないよう納付してください。
　つきましては、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。
　なお、手数料は年末調整の相談時に、手数料徴収基準により徴収させていただきますので、ご承知おきください。

記
　　　　１．開 催 日：以下の表のとおり
　　　　２．開催時期：いずれも10：00～12：00、13：00～15：00

源泉所得税納付について （個別相談会のご案内）

３．持参品：
・令和２年所得税源泉徴収簿
� �（または１月から６月までの賃金台帳
等の支払賃金のわかるもの）
・源泉税納付書（税務署から送付）
・令和２年度分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書
・過年度の源泉関係書類の綴り

東近江市商工会
（湖東支所内）

永源寺 蒲生 五個荘 能登川
コミュニティセンター内

7月6日（月） ○ ○ ○
7月7日（火） ○ ○ ○
7月8日（水） ○ ○ ○
7月9日（木） ○ ○

会場
開催日

令和２年度 専門相談会のご案内
商工会では、経営課題解決のための各種個別相談会を以下のとおり開催します。
　①各種法律に関すること　　　　　　　　　②事業資金及び創業資金に関すること
　③特許・実用新案・意匠・商標に関すること　④働き方改革、従業員の労務管理に関すること
　　それぞれ専門家による相談会ですので、お気軽にご相談ください。

秘密厳守 会員無料

相談日・内容
開催日 法律相談 金融相談 知的財産相談 労務管理相談

令
和
２
年

6月 17日（水） ９日（火） 22日（月） ４日（木）
7月 15日（水） 14日（火） 27日（月） ９日（木）
8月 19日（水） ４日（火） 24日（月） ５日（水）
9月 16日（水） ８日（火） 28日（月） ９日（水）
10月 21日（水） 13日（火） 26日（月） ８日（木）
11月 18日（水） 10日（火） 24日（火） 12日（木）
12月 17日（木） ８日（火） 21日（月） 10日（木）

３
年

1月 20日（水） 12日（火） 25日（月） 14日（木）
2月 17日（水） ９日（火） 22日（月） ３日（水）
3月 10日（水） 16日（火） ８日（月） ３日（水）

会　場：東近江市商工会（湖東支所１階）
住　所：東近江市池庄町505
時　間：いずれも13：30～16：30

お一人様１時間以内
※�事前予約制で、相談会開催日の1週間前ま
でに予約をお願いします。（予約後にキャン
セルされる場合は必ずご連絡ください。）

費　用：�会員無料（法律相談、労務管理相談
については、非会員１１，000円）

お問合わせ先：�東近江市商工会（担当：村井・
大橋）☎０７４９-４５-５０７７
〒527-0113�東近江市池庄町505

令和２年度の健康診断日程表
　申込書に必要事項をご記入の上、東近江市商工会ＦＡＸ（０７４９－４５－５０８８）へお申込みくださいますよう
お願いします。健康診断はどちらの会場でも受診できますので、お申込みの際にご希望の会場をご記入ください。
※�今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業所別に時間を指定させていただきますのでご協力を
よろしくお願いします。
※�新型コロナウイルスの感染拡大状況により、実施時期等が変更になる可能性がありますのであらかじめご了承ください。

２.受診者負担料金（定期健診）
1人目～5人目���：4,900円
6人目～10人目�：5,400円
11人目～15人目：6,400円
16人目以上������：6,900円

１.実施会場一覧表
開催日 曜日 会　場 受付時間 申込締切
8月18日 火 永源寺コミュニティセンター 9：00～12：00 7月��3日(金)
8月21日 金 やわらぎホール（能登川） 9：00～12：00 7月��3日(金)
9月��1日 火 湖東コミュニティセンター 9：00～12：00 7月10日(金)

9月10日 木 愛東コミュニティセンター 9：00～11：30
13：00～15：30 7月17日(金)

9月25日 金 蒲生コミュニティセンター 9：00～11：30
13：00～15：30 8月 �7日(金)

３.�健診実施：
　�一財）滋賀保健研究センターによる出張検診（ＴＥＬ．077-587-3588）
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お知らせコーナー

相談先 条件 メニュー 概要 金利 実質無利子

日本政策金融公庫 売上 5%以上減少
新型コロナウイルス
感染症特別貸付

6,000万円
設備20年 運転15年

据置 5年

基準 1.36%
当初３年△0.9%

（3,000万円限度）

対象(詳細未定)
当初3年間、借入3,000万円まで
個 人 ：要件なし
小規模法人：売上△15%
中小法人 ：売上△20%

東近江市商工会
（日本政策金融公庫） 売上 5%以上減少

新型コロナウイルス
対策マル経融資

1,000万円
設備10年 運転 7年

据置 3年
基準 1.21%
当初３年△0.9%

対象
東近江市利子補給制度
36カ月 1%以内 最大20万円/年

県制度資金 新型コロナ感染症対応資金 令和２年５月１日受付開始 終了 12月31日までに保証申込、翌1月31日までに実行

民間金融機関
滋賀銀行
湖東信用金庫
滋賀中央信用金庫
関西みらい銀行
京都銀行
など

売上 5%以上減少
国指定全業種

5号認定 新規 3,000万円
借換 3,000万円

運転10年
設備10年
据置 5年

新規 1.0%
借換 1.5%

保証料0.85～1.05%
15％以上売上減少の場合
保証料減免により 0%

対象
当初3年間
3,000万円まで
取扱い金融機関より申請

売上15%以上減少
危機関連保証
6項認定

売上20%以上減少 4号認定

民間金融機関
滋賀銀行
湖東信用金庫
滋賀中央信用金庫
関西みらい銀行
京都銀行
など

売上 5%以上減少
国指定全業種

県制度資金
ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ 5号 新規 8,000万円

借換20,000万円

運転10年
設備10年
据置 2年

新規 1.0%
借換 1.5%

保証料0.8～0.85%
4月1日～8月31日までは

滋賀県補助により保証料0%

東近江市利子補給制度
借入から36カ月
1%以内 最大 20万円/年
令和2年5月31日実行分まで

売上15%以上減少 県制度資金
危機関連保証 6項

売上20%以上減少 県制度資金
ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ 4号

新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ

売上高減少の考え方
・日本政策金融公庫

最近１カ月の売上高と前年または前々年同月と比較
・県制度資金

最近１カ月の売上高と前年同月と比較かつその後2カ月
を含む3カ月間(見込み)の売上高等と前年同月で比較

令和2年5月8日現在

東近江市商工会
東近江市池庄町505
電話 0749-45-5077

◎新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者の皆様に、日本政策金融公庫
や県制度資金のセーフティーネット資金の概要をまとめました。

◎既に受けた借入の返済ができない方には、取引金融機関に条件変更をご相談してく
ださい。

令和２年5月8日現在の情報を元に作成しています。
概要版のため、制度の詳細は相談先にてご確認ください。
予告なく変更される場合がありますので、最新の情報をご確認ください。

　新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金の申請はお済みですか？
申請対象は、滋賀県から休業や営業時間の短縮要請があった事業を営む個人事業主や中小企業等が申請対象
です。支給額は個人事業主10万円、中小企業20万円です。
　また、同じ申請で東近江市から同額の給付が受けられます。申請締め切りは、令和２年６月26日です。滋賀
県庁ホームページのしがネット受付サービスからお早めに申請して下さい。

滋賀県及び東近江市からの支援金のお知らせ

　感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の
糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金です。

・�新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50％以上減少している事業者が対
象で、最大　個人100万円、中小法人200万円が支給されます。

・�申請は、インターネットで行いますが、操作が不安な方は、大津・草津・守山・彦根・長浜の各商工会議所にて
相談窓口が設置されています。（予約制）

・�東近江市商工会では、７月下旬に国の支援による給付金申請サポート相談会を開催予定です。

　お問合せ先
　持続化給付金事業コールセンター　0120-115-570
　申請サイト・相談予約・詳細はQRコードよりアクセスください。

持続化給付金に関するお知らせ
７月下旬

東近江市商工会にて
申請相談窓口設置予定
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お知らせコーナー

女性のための創業塾中止のお知らせ
＊�東近江市商工会では、「女性のための創業塾」を開催しておりましたが、コロナウイルス感染症の影響を考
慮して、今年度の開催は見合わせることを決定しました。
　創業支援の窓口は、東近江市商工会で対応していますので、お気軽にお越し下さい。

問合せ先：東近江市商工観光部商工労政課　〒527-8527　東近江市八日市緑町10番５号
電話：0748-24-5565（直通）　IP電話：050-5802-9540

　「雇用調整助成金」とは、景気の変動やその他経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
従業員の雇用を維持するため一時的に雇用調整(休業・教育訓練・出向)を行って、雇用の維持を図った場合に、休業
手当、賃金等の一部を助成するものです。

雇用調整助成金を活用しましょう

助 成 要 件

＊雇用保険の適用事業主であること
＊�売上高又は生産量などが、最近３ケ月間の月平均値が前年同期に比べ 10%以上減少して
いること。(特例は１ヶ月間 )
＊実施する雇用調整が一定の基準を満たし、労使間の協定により実施されるもの

助 成 対 象 経 費
＊休業を実施した場合の休業手当
＊教育訓練を実施した費用
＊出向を行った場合の出向元事業主の負担額

助 成 金 額 ＊助成対象経費の２/３( 大企業は１/２)
＊教育訓練を実施した場合の加算 (１日一人当たり 1,200 円 )

支 給 限 度 額 ＊対象労働者一人当たりの上限 8,335 円 (15,000 円に引き上げ予定 )
＊１年間で 100日分

必 要 書 類 等

＊支給申請書
＊助成額算定書
＊雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申立書
＊支給要件確認申立書・役員一覧表
＊労働保険料に関する書類
＊労働・休日及び休業・教育訓練の実績に関する書類
＊ (出向の場合 )出向関係の届出書・確認書など

申 請 先 ＊ハローワーク東近江 (東近江公共職業安定所 )

申 請 方 法 ＊ハローワーク東近江 (東近江公共職業安定所 )の窓口へ持参するか、簡易書留による郵送

問 合 せ 先
＊ハローワーク東近江 (東近江公共職業安定所 )
　（〒 527-0023　東近江市八日市緑町 11番 19号）
　電話�0748-22-1020

注:�新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用調整助成金等の申請を社会保険労務士に依頼し作成した場合の費
用の一部を、東近江市から雇用調整助成金等申立書申請支援補助金として支給を受けられます。

　＊助�　成　�額　　費用の１/２か10万円のいずれか低い方
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事業所紹介コーナー

※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。

　時のたつのは早いもので、令和２年も半年が過ぎようとしています。年のはじめの豪華客船ダイヤモンドプリンセス号からはじ

まった新型コロナウイルス感染症による肺炎の拡大により、世界中がパンデミックとなり今だに収束の時が見えません。その影響

は我々にも大きくあり、感染拡大に係る経営支援を求め、１人１人が協力しあってこの国難を乗り越えましょう。

編 集 後 記

問　　題　春過ぎて爽やかな季節となり、新型コロナウイルス感染症の影響で外に出られ
ない日々が続きました。間もなく梅雨に入るこの頃、まわりの景色を見ると咲
く花の季節もすっかり変っています。しっとりと降る雨に似合う花、外国名はハ
イドランジアと言います。時間がたつにつれ、花の色が変わり、秋色になった花
も味があります。その花の名前はあじさい。さて漢字で書くと○○○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　2020年８月31日（月）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30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。

13m
1991年に「能登川水車とカヌーランド」のシンボルとして
復活した大水車の直径は何メートルでしょうか？

グリーンラボ近江
・味はしっかり、においが気
にならない今話題の健康
野菜「発芽にんにく」

・ふるさと納税の返礼品に
もなっております。

・にんにくパワーで免疫を
つけられます。
東近江市平林町580-4
TEL：090-6676-6677
※当選されましたら、前もってご
連絡をお願いいたします。

お取り寄せも
できます。

蒲生支部

ナチュラルキッチン キュレル
東近江市五個荘木流町535-1
電話　0748-48-5702

営業時間 /11：00～ 15：00まで
定 休 日 / 休業日はHPを

野菜いっぱいの体にやさしいメニューランチがおすすめです。
テイクアウト（お持ち帰り）もできます。
テイクアウトの方は．．．
ご注文は調理にお時間を頂きますので
ご来店前に受け取り時間をお電話頂けると
スムーズにお渡しできます。

最新の情報は Instagramにて

五個荘支部

４月８日に東近江市産の手打ち生そばや
地元野菜のかき揚げうどんなどが手軽に
食べられるお店ムラサキが
オープンしました

東近江市妹町184-1
愛東マーガレットステーション内
営業時間 10：30 ～15：00
電　　話 090-3037-9812
定 休 日 火曜日

マーガレットテラス

東近江ムラサキ

愛東支部

”まちの小さな和菓子屋さん”をコンセプトに、
移り変わる季節の和菓子をご用意して、
皆様のご来店を心よりお待ちいたしております。

川口屋老舗

住　　所　東近江市山上町2928ー 1
営業時間　8:00～19:00
定 休 日　火曜日
TEL 0748-27-0053
駐車スペース　3台

永源寺支部

能登川支部

～ 暮らしを彩どる花を ～

フローリスト 花はづき
いま人気のシャボンフラワー 生花アレンジメント。いろいろな場面にお花をプレゼント。

〒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
Ｔ Ｅ Ｌ： 0749－45－0034

湖東支部


