［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 1511名
商工会報（令和２年11月30日現在）

熱気球
外気温が低く、風のない早朝に気球が飛んでいる光景
を目のあたりにすることがある。バーナーの火力の調整に
より、上昇・下降のみが可能であり、後は風任せとパイロッ
トの 技 量による乗り物である。（撮 影協力
クラブ）

八日市気 球

令和３年度市補助金要望と地域の活性化策等について懇談
コロナ禍の下、開催は危ぶまれましたが、市内の感染状況が
落着いていましたので、10月23日（金）、八日市ロイヤル
ホテルにおいて、小椋市長を始め、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３年度市補助金要望書
が手渡されました。その後、７月に実施した新型コロナウイル
ス感染症の影響に関するアンケート調査結果と10月に聞取り調査した結果の報告を行いました。
また、市の事業委託である「ももクロクーポン券事業」に係るカタログギフトについて説明し、意見交換を
行いました。コロナに負けないよう活発な意見交換を行い、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
11月５日（木）、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、開催場所持回りで毎年開催している事
業で、今回で13回目を迎えました。今年は、いなべ市商工会で開催され、
先ず、コロナ禍における商工会事業について、情報交換を行った後、市役所
に隣接しているまちづくりの拠点「にぎわいの森」を視察しました。
この施設は、単なる誘客のための商業施設ではなく、農業・商業・観光振
興など、まちづくり、ひとづくりの拠点として位置付けられ、全国に先駆けた取組みとして大変参考になり
ました。来年度は、当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。

東近江市ももクロクーポン券
東近江市では、新型コロナウイルス感染症の影響
で落ち込んでいる消費を喚起すること
と、家計の下支えを目的として、全世
帯に5,000円分のももクロクーポン券
が配布されました。
これから年末・年始にかけて「カタ
ログBOOK」や当会のホームページ掲

使用期間迫る

載の事業所でお使いただき、市内事業者
の支援をしましよう。
素敵な「プレゼント企画」も用意して
います。
使用期間は、令和３年１月31日（日）
までとなっていますので、まだ使っておられない方
は、期日までに是非お使いください。

し ょ う に ん

東近江市
「近江匠人」認証制度

中止のお知らせ

『人と地域とのつながり』『本物へのこだわり』『未来への承継』という
３つの指標基を数値化し、人物・思い・歴史をブランド化する新しい認証制
度「東近江市 近江匠人認証制度」が始まり、13事業所が認証されました。

今年度の会員親睦
チャリティーゴルフ大
会と会員親睦グラウン
ドゴルフ大会について
は、新型コロナウイル
ス感染症拡大のため中
止をしましたので、お
知らせします。
次年度は開催できる
よう、一日も早い終息
を望みます。

認証事業所名
・NPO法人愛のまちエコ倶楽部
・株式会社 池田牧場
・株式会社あいとうふるさと工房
  （ファームキッチン野菜花）
・株式会社 布引焼窯元
・株式会社みんなの奥永源寺
・七福堂製菓

・グリーンラボ近江
・川村工務店
・もみじ農園こんにゃく工房
・農業生産法人有限会社マルベリー
・魚繁大王殿
・株式会社 糀や儀平
・雛匠 東之湖

し ょ う に ん

認証物産募集！ 東近江市「近江匠人」認証制度
「物産」とは、「その土地から産出する品物」と定義され、一般的に農産品や工芸品、お菓子などの「モ
ノ」がイメージされますが、本市の物産は「モノ」だけでなく、作り手の思い、歴史的背景等物産を取り巻
く「物語」にも魅力があふれています。
●募集期間：令和２年12月25日（金）まで 詳しくは東近江市商工会まで！
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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

10月30日（金）にZOOM準備勉強会を開催しました。新型コ
ロナウイルス感染症の終息気配の見えない中、今後の対応策と
して、オンライン会議の準備も必要になってくると思います。
勉強だけでは不十分なので、早速11月16日（月）にZOOM会議
を行いました。
今後の事業について、部会長が問いかけ、
一人ずつ答えるという形でZOOMで繋がり
ました。これからも徐々に使い慣れるよう何
回か練習を兼ねた会議を予定しています。

工業部会
部会長

岡田

喜吉

部会長

村林

則夫

建設業部会では、部会員の資質向上と事業発展、拡大に資す
るため、部会員の技能資格等の取得に関し、受講経費の一部助
成をおこなっています。
今年度、部会員からの要望に基づき、幹事会にて交付要綱の
改正を行い、対象資格を従前の３資格から42資格に拡充しま
した。助成の額については「資格等受講
料金の1千円未満を切り捨てた金額か、
5千円のいずれか低い方の金額」となり
ます。
対象となる技能資格を取得されまし
たら、事務局までご一報下さい。

サービス業部会

去る８月４日（火）の第２回幹事会において、
ZOOM研修を開
部会長 山本 直彦
催して、オンラインによる会議の進め方について学びました。
Ｗｉｔｈコロナにおける新しい生活様式の在り方について考
10月14日（水）に第２回幹事会を開催し、
える機会となり、今後の事業推進に役立てていきます。
12月に研修会と来年２月に現地視察勉強会
当初予定していました地域の先進事業所の視察研修等につ （五個荘金堂地区と観光まちづくり会社）を開
いては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響と感染防止の観
催することを決定しました。
点から、中止させていただきました。
12月４日（金）の研修会は、グラスハパコン
今後の事業についても、引き続き、新型コロナウイルス感染
サルティング（株）中野雅公氏を講師に迎え、
症の動向を注視しながら実施していきます。
「コロナ禍でも売上を伸ばすための動画活用
セミナー」と題して販路開拓の手法を学ぶことができました。
来年２月の視察勉強会については、感染状況を見ながらの開
催になりますが、複数の古民家を改装し、地域全体を観光資源
にする分散型ホテルの手法を学びたいと思います。是非、ご参
部長 村山 明範 加ください。

青年部

「コロナに負けない SNS活用セミナー」開催！
若手後継者等未来創造事業補助金により、
「コ
ロナに負けない SNS活用セミナー」を３週に
渡り、計３回開催しました。本セミナーでは、
LINEビジネス、グーグルマイビジネス、動画作
成といった馴染みのあるITツールについての知
識の習得や、それらを活用した具体的な日常業
務効率化の手法を学びました。マスク着用や消毒液の設置など
新型コロナ感染症対策の徹底しながら、
３日で56名が参加しま
した。
集まってセミナーを開催したことで、
知識や見聞を広げら
れただけでなく、
部員同士の懇親も図ることができました。

「東近江 学び！発見!!2020」の放送実施（９月〜11月）
東近江市商工会青年部が制作する情報番組事業「東近江 学
び！発見!!2020」を実施しました。合計６名の部員が出演。赤
レンジャイのインタビューや仕事の実演
を交えながら、それぞれが持つ技術や商売
に対する思いを語り、視聴者に伝えること
ができました。

女性部
部長

野村

和代

「はじめてのSDGｓ講座（入門編）」を学んで。。。
女性部事業として「はじめてのSDGｓ講座（入門編）」を10月
14日（水）、湖東コミュニティセンター多目的ホールに於いて、
コロナ禍を考慮し、始まる前に検温・アルコール消毒・ソーシャ
ルディスタンスを心掛け実施しました。足立会長をはじめ本
会、女性部員50名の参加があり、2015年９月の国連サミット
にて2030年に向けて持続可能な17項目の開発目標が採択さ
れた国際社会共通目標のSDGｓは、私たちの事業や生活にどの
ように関係があるのか、また、できることはあるのか等、基礎的
なことを学ぶことができました。
「 誰ひとり取り残さない」を
キーワードで大切な目標でもあり、女性部としても社会、環境
等バランスの取れた持続可能な事業を目指していきたいと思
います。

令和２年度滋賀県青少年育成県民大会 表彰式に出席
11月14日（土）に開催された滋賀県青少年育成県民大会に
おいて、青年部が行っている挨拶運動の功労がたたえられ感謝
状を頂戴しました。壇上で、村山部長は、この感謝状をいただけ
たのは、地域の皆様の支えがあったからこそと感謝の意を述べ
られました。これからも、青年部
では、子供たちの健やかに成長
のため、挨拶運動を続けていき
ます。
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研修報告
10月16日（金）・23日（金）に職員がコロナ禍での経営計画について研修受講しましたので、内容
を報告します。

テーマ
講 師

『ｗｉｔｈコロナ＆ａｆｔｅｒコロナで変わる経営計画』
アルパ―コンサルティング株式会社 代表取締役 古川忠彦氏
関東財務局・関東経済産業局認定 経営革新等支援機関 経済産業省認定情報
処理支援機関（スマートＳＭＥサポーター）

●リーマンショック超えのコロナショック
リーマンショックは、2008年９月にリーマンブラザーズの破綻（経済的要因）で発生し、徐々に経済
が悪化した。コロナショックは、感染症への恐怖により、国内・海外の人々の行動が大きく変化し、一気
に経済が悪化した。

●ビフォーコロナのようなインバウンドに期待するのは危険
新型コロナウイルスの国別感染者数の推移をみると、３月26日以降、右肩上がりに感染者数が増加して
おり、米国では10月７日現在、7,391,865人の感染者が出ており、世界でも最多となっている。
2020年月別訪日外客数および出国日本人数をみると、訪日外客数が１月～８月で前年対比△
82.1％、出国日本人数も１～8月で△77.1％の減少となっている。外国人を対象にした事業者にとって
は、大きな影響が出ており、当面、インバウンドに期待するのは危険である。

●コロナショックが経営に与える影響
世界的なコロナ禍により、ヒト・モノ・カネの流れが麻痺した。生活様式・消費行動の急激な変化、資
金繰り環境の急激な変化が生じている。大切なことはコロナ禍前には戻らないという覚悟をもつこと。過
去、バブル崩壊、リーマンショックなど数々の経済危機があったが、その都度「ショック前」に戻ったこ
とは一度もない。例えＧＤＰなどの数値が回復しても、ショック後にできる社会はショック前と異なる社
会である。

●コロナが怖いのではなく、ヒト・モノ・カネの変化に対応できないことが怖い
新型コロナウイルス感染症で亡くなった方の累計約1,600人、正月三が日で餅を喉に詰まらせてなくな
る方、年間約1,300人、インフルエンザで亡くなる方、年間約3,000人、東京都で陽性判明する方が毎
日140名として、都民1,400万人からすれば100万人に10名となる。その殆どが重症化せず、２週間の
治療・経過観察を経て普通に生活している。現時点でむしろ怖いのは、ヒト・モノ・カネの停滞による事
業崩壊である。事業継続化の秘訣は「いち早い変化への対応」と「技の探求」で、うまく波を見極め、乗
ることで「強み」を発揮できる。
首都圏での事業者相談を大別すると、①過去に例がないほど充実した給付金・助成金。またコロナ禍対
策の各種無利子無担保融資制度での目先の資金繰りがなんとかなり一息ついて立ち止まっている方、②希
望の融資額が調整できずに資金が早くも枯渇しつつある方、③建設業を中心に「うちは影響が少ないし大
丈夫」と思う方、④高齢だし後継者もいないので、今のうちに畳んでしまおうと考える方、⑤世の中の変
化を観察し変化に対応すると覚悟を決めて、ネット販売や配達等、ビジネスモデルを変える行動を起こし
ている方、に分けられ、現金商売ほど厳しい傾向である。

●今後１年程度の「資金繰り表」の作成は最低限必要
この局面、精緻な売上・収入計画なんか立てられない。しかし、固定費を中心に支出の見込みはかなり
蓋然性（確からしさ）で立てられる。例えば、売上が前年同月比７割、５割、３割で推移した場合の資金
繰りの見込み（いつ枯渇するか）を作成してみる。発生主義で仕訳を起こせば「日繰り表」はある程度簡
単に作成できる。この環境下「商工会丸投げ」の経理体制は事業崩壊に直結する。
今後１年程度の「資金繰り表」をベースに、商工会職員と共有し、課題を洗い出すことが可能になり、
民間金融機関からの印象も良くなる。
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研修報告
●保守的に資金繰りを見通した上で、利益・売上をどう回復させるか
現商品・サービスの新市場開拓はネット販売へ
の挑戦、域外への進出、現市場へは、市場深耕、
徹底したコロナ禍対策で、同一顧客の購入頻度を
高める。
新商品・サービスは、新市場では新規事業を興
し多角化する、現市場では、コロナ禍に対応した
商品作り、粗利率（売上に占める粗利額の割合）
を上げる新商品を開発する。経営革新計画では、
新規性も必要だが、実現性と採算性に注意する。
時間を稼ぐための必要資金を確保した上で攻めに
転じる。まずは、給付金や休業協力金、融資貸付
で守り（生き残り）、その後、補助金の活用によ
り攻める（今後に備える）。
報道はあまりされないが、「新しい行動様式」
に対応したビジネス（巣ごもり関連事業や非対面対応事業など）が業績好調である。

●変化が激しい時代に相応しい経営の思考・行動様式「ＯＯＤＡ（ウーダ）ループ」
変化が激しい時代では中期経営計画が立てづらい状況では、ＯＢＳＥＲＶＥ
（観察）、ＯＲＩＥＮＴ（状況判断）、ＤＥＣＩＤＥ（意思決定）、ＡＣＴ
（行動）の「ＯＯＤＡループ」理論が適している。ＯＯＤＡループ理論とは、
航空戦についての洞察を基盤にして、指揮官のあるべき意思決定プロセスをわ
かりやすく理論化したもので、航空戦において、勝敗の差は、機体の性能では
なく、操縦士の意思決定速度の差にあった。
「観察力」と「状況判断力」を磨くことが肝心、中小・小規模事業者の最大
の強みは、いつも「現場・現物・現実」に向き合っていること。現場に権限移
譲できない大企業では「ＯＯＤＡ」ループは難しい。

●「強み」を「見える化」することが、利益・売上の回復に繋がる
事業活動を機能ごとに分類、どの部分（機
能）で付加価値が生み出されているか、どの部
分に「強み」があるかを分析し、事業戦略の有
効性や改善の方向を探り課題を解決。
強みを「見える化」し、課題を掘り起し磨き上
げる。顧客のニーズ、自社のシーズを理解す
る。既存顧客のニーズ・地域のニーズ・世の中
のニーズを洗い出す。シーズ（強み）を洗い出
しニーズとのマッチングポイントを探る。
「売上増」ではなく「利益増」で検討する
（必要粗利額を知る）。

●コロナ禍は最大のビジネスチャンス
取り組みたい事業が、お客様にとって「欲求」「困りごと」を解決できる唯一の手段であれば、ほぼ確
実に成功を手にすることができる。コロナ禍で世の中の「欲求」「困りごと」は変化している。いち早く
変化を読み、アクションを起こした事業者は勝ち組。大企業よりも身軽だからこそ、中小・小規模事業者
は、身近な「欲求」「困りごと」にスピーディーに対応できる。世の中に変化が無いと既得権者が設けて
いる分野に入り込むのは大変である。
そのままでは苦戦する事業＝「不要不急」や「３密」に絡む事業など、
可能性のある事業
＝「必要至急」「密の回避」「オンライン」に絡む事業など小さなリフォー
ム・在宅で受けられる消費や出張サービス（オンライン化にうまく対応す
れば可能性は広がる）。変化の時代では「事業者」も「地域」も変化に対
応した方が勝者となる。
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お知らせコーナー
年末調整による源泉所得税納付事務相談会の開催について
１．開催日および会場
支部名
会場名
1/5( 火 )
1/6( 水 )
1/7( 木 )
1/8( 金 )
蒲 生
蒲生コミュ二ティセンター
○
○
永源寺
永源寺コミュ二ティセンター
○
○
五個荘
五個荘コミュ二ティセンター
○
○
能登川
能登川コミュ二ティセンター
○
○
○
愛 東
商工会
○
○
○
○
湖 東
[ 東近江市湖東支所内 ]
２.時 間： 午前／10時～12時 午後／１時～３時（開催時間は、どの会場もすべて同じです。）
３.持参品：・令和２年所得税源泉徴収簿（賃金台帳等の支払賃金のわかるもの）
・保険料等控除証明書（生命・介護・年金・地震・国民年金・国保）
・令和２年扶養控除等申告書
・令和２年７月納付済み領収書
・令和元年度の年末調整関係書類
・個 人番号を確認するための書類（個人番号カード(裏面)、通知カード等）
・印鑑
・事務手数料（基本手数料3,300円/年 従業員２名以降１名につき1,100円）
・令 和２年度の年末調整関係諸用紙（税務署等より送付）
４.納期限： 令和３年１月20日（水）

1/12( 火 )

○
○

令和２年(2020)分確定申告のご案内
申告期間：令和３年(2021年)２月１６日（火）から３月１５日（月）です。
対象者には、来年１月発送で、個別にご案内します。
準備を進めていただきますよう、よろしくお願いします‼

今のうちから！

青色申告特別控除 65万円の適用には準備が必要です！

◎令和２年分以後の所得税から適用
個人の方の所得税について

改 ・青色申告特別控除額が変わります！
正 （現行 65万円→改正後 55万円）
１ ・基礎控除額が変わります！
（現行

38万円→改正後

「（改正後）55万円の青色申告特別控除」

更に

48万円）

改 の適用要件に加えて
正 ・e-Texによる申告（電子申告）又は電子帳簿
保存を行うと、引き続き65万円の青色申告
２
特別控除が受けられます！

※10万円の青色申告特別控除の改正はありません。記帳・申告方法ともこれまでと同様です。

55万

控除を選択

従来通りの記帳・申告方法で差し支えあ
りません

（正規の簿記での記帳、貸借対照表の添付、期
限内申告などの適用要件に変更はありません）

65万

控除を選択

55万控除の条件に加え、

電子申告または電子帳簿保存
の準備が今のうちから必要です！

◎マイナンバーカードの取得をお早目にお願いします。
◎従 来は申告書のみ電子送信し決算書は書面で提出していましたが、令和２年分からは申告書・決算書の両方とも
電子送信することが65万控除の要件となるため、これまで電子申告をしてきた方も、申告に向け一定の準備が必
要（※）です（普段の記帳等は従来通りで差し支えありません）。

近江百貨店『近江路』に出店 〜東近江市の新たな魅力を発見！〜
東近江市の魅力が詰まった おすすめ

商品の販売

令和２年１２月９日(水)～令和３年１月５日(火)
１月２日（土）
近鉄百貨店草津店１階『近江路』コーナーに出店
初売りにて、福袋
＊令和３年１月１日(金)は定休日
（2,000円）を販売
営業時間は、午前１０時～午後８時
先着30名様限定
東近江市内の事業所２４店舗のおすすめ商品が勢揃い。
年末・年始の手土産にいかがでしょうか。
近鉄百貨店草津店にお越しの際は、ぜひ『近江路』コーナーにお立ち寄りください。
2021年
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商談会の出展支援を行っています！

令和２年１１月～令和３年１月のオンライン出展です。
①大橋珍味堂株式会社＜能登川＞
②藤田農園（株式会社藤田電気工業）＜愛東＞
③町田さらだぼうる＜永源寺＞

令和３年２月３日（水）～５日（金）の出展です。
①帆布鞄イヌイット（株式会社ファイナル）＜能登川＞
②ＭahariＤesign（マハリデザイン）＜五個荘＞
③魚常商店＜能登川＞
以上３社が出展します。
東京へお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

直近のコロナアンケート調査結果について（令和２年10月調査）
新型コロナウイルス感染症の流行に際し、東近江市
商工会では令和2年6月から7月にかけて書面によるア
ンケート調査を実施し、90％以上の事業所のご協力を
得て結果を集計しました。
前回調査から３カ月が経過したため、直近の現状を把
握すべく会員事業所のうち無作為に事業所を抽出し、追
跡調査を行いました。
その結果は下記グラフの通りであり、全体でみると約
22.4％の事業所が前回調査時より更に売上が減少した
と回答し、減少していないと回答があった事業所でも、
全体

製造業

建設業

今後の見通しについてはネガティブというところも多数
見受けられました。
国や地方自治体では新型コロナウイルス感染症の影
響を受けている中小企業の皆様の経営を下支えすべく、
給付金や助成金等の様々な支援メニューを創設してい
ます。
商工会では上記支援メニューの活用のほか、経営全
般のご相談をお受けしていますので、ぜひお気軽にご相
談ください。
卸・小売業

サービス業

飲食業

8.7%
22.4%

30.4%

20.8%

21.3%

30.0%

77.6%

69.6%

79.2%

70.0%

91.3%

78.7%

■減少した
■減少していない

■減少した
■減少していない

■減少した
■減少していない

■減少した
■減少していない

■減少した
■減少していない

■減少した
■減少していない

経済センサス企業構造事前確認のお知らせ
令和3年6月に行われる「令和3年経済センサス‐活動調査」を正確かつ円滑に実施するため、
「企業構造の事前
確認」が実施されます。
本確認の対象は、
「個人経営を除く傘下に支社等を有する企業」です。
事前に企業構造等をご確認いただくことで、本調査においてご確認いただいた内容に応じた調査票を配布するこ
とができ、経済センサス活動調査の円滑な実施に繋がります。
令和2年10月下旬から書類が送付されますので、ご協力をお願いします。

最低賃金改定のお知らせ
滋賀県における最低賃金が、令和2年10月1日より868円に引き上げられています。
上記最低賃金は滋賀県内の事業場で働く勤務形態に関わらず全ての労働者に適用され、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。
最低賃金に関するお問い合わせは、滋賀労働局または最寄りの労働基準監督署までお願いします。

お知らせ
東近江市商工会では定期的に全会員事業所の皆様にパンフレットやセミナーチラシ等を郵送させていただいてい
ますが、その中にチラシ折込サービスを実施しています。(Ａ４サイズ１枚につき１０円税別)
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事業所紹介コーナー
蒲生支部

永源寺支部

寿司・割烹・仕出し

農事組合法人やまあいの里

「永源寺そば」

さか川

地域の資源と食文化の
伝統を受け継いだ
永源寺らしい食味

お任せコース 3,000円(税別)〜からできます
座敷は要予約 ５名様以上の場合お昼も可

住
所 東近江市山上町１２３
電
話 ０７４８-２７-２１３３
営業時間 平 日 １１
：
００〜１５
：
００
土日祭 １１
：
００〜１６
：
００
定 休 日 木曜日

〒529−1537
滋賀県東近江市市子殿町366−１ 駐車場あり
17：00〜22：00(ラストオーダー21：30)
TEL：0748−55−5551
五個荘支部

能登川支部

自爪育成＆巻爪ケア
爪が薄い、保護したい
爪を縦長にしたい•深爪だ
爪にコンプレックスがある
2.3 週間ですぐジェルが浮いてしまう
足の巻爪が痛い
デザインも楽しみたい
そんな方に
来ていただきたい
サロンです

金

補助

った
を使 任せ！
お
IT は

Ayanail( アヤネイル）
東近江市五個荘簗瀬町
LINE→@vwq8365u
Instagram→@aya̲̲nail̲̲
090-5016-8163

IT といえばエフレボ
中小企業の強い味方です
パソコン

ワンストップで IT は全てお任せ！

パソコン機器の設定・メンテナンス
ウイルス・不正プログラムのセキュリティ対応
パソコン機器の購入相談
クラウド・スマホ化のIT活用サポート

補助金

ホームページ制作
パソコンサポート
チラシ・名刺制作

株式会社エフレボ
https://f-revo.com

愛東支部

ホームページ

〒527-0025 滋賀県東近江市八日市東本町 6-55
ジャンティ 21 2F

TEL/0748-26-0909

湖東支部

メナードフェイシャルサロン

東近江小池

ランチメニュー
近江牛焼きしゃぶ御膳

万葉コース

近江牛焼肉専門店 万葉 八日市店

東近江市妙法寺町 694-6 TEL：0748-20-3575
営業時間：ランチ
11:30 〜 14:30
ディナー 17:00 〜 22:30

おひとりおひとりの肌悩みに寄り添い、
心身共にリフレッシュして頂けるよう
努めてまいります。
住
所 東近江市小池町８２番地
電
話 090−1024−6525
営業時間 10：00 〜 20：00 定 休 日

不定休

MENARD フェイシャルサロン東近江小池が LINE 公式アカウントに登場！
お得な情報を受け取るには、以下のリンクから友だち追加してください。
https://lin.ee/gHRj0aid
この LINE に直接ご連絡頂いてご予約お取りすることが出来ます！

※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

東近江市の愛知川河川敷でサッカー場・野球場・グランドゴルフ
場またパターゴルフ場のスポーツが出来る大きな広場がありま
す。また、毎年10月頃にはふれあいフェアーが行われる場所は何
という名称の広場ですか？
ヒント 東近江市栗見新田町 ○○○○運動公園です。
・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31号読者プレゼントクイズ

問題

編 集 後 記

応募締切 2021年２月１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。

旧愛東町では１チームドライバー２〜３名とエンジニアによる
チーム対抗４時間耐久レースが行われていました。
このレースの名前は○時間○輪車耐久レース

答え ４、
３

私の編集後記の役割は、これが最後となります。２回目の編集後記ですが、３年間、他の委員の皆さんと楽しく広報誌を
発行することができました。新型コロナウイルスが一日も早く終息することをお祈りします。
（N.M）

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

