
蝋梅
　蝋（ろう）でできたかのような黄色い花を咲かせる蝋梅
（ろうばい）。冬から春にかけて花が咲き、年が明けると春
がもうすぐやってきそうな気がします。甘いよい香りのする
花としても人気です。（撮影場所：能登川 安楽寺）

会員数 1520名
（令和３年２月19日現在）
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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



新型コロナウイルスの感染症への対応方針について（抜粋）
　滋賀県商工会連合会は、令和３年１月28日付けで新
型コロナウイルスの感染症への対応方針（Ver12）を
県下の商工会へ周知しました。
　その中から会議・研修・イベント開催の考え方と開催
時の対策を紹介します。
　なお、当会は、この方針に基づき、事業を実施します。

本会が主催する会議・研修・イベント開催の
考え方と開催時の対策

（１）�緊急性・重要度が高く、開催がやむを得ないと認め
られる会議・研修等で、出席者数が会場収容率の概
ね５０％以内となる場合は開催可能とします。

　���なお、WEB会議やWEB研修が可能なものは、順次
実施していきます。

（２）開催する場合は、以下の感染防止対策を行います。
　� ①�会議・研修等の参加可能な方を以下のとおり限定

します。
　　�（ア）当日に発熱がない方
　　�（イ）当日に咳症状がない方
　　�（ウ）当日マスクを持参し、着用が可能な方
　　�（エ）濃厚接触者の経過観察期間に該当しない方
　　�（オ）連絡先が把握可能な方

　� ②�３つの密（密閉空間・密集場所・密接場面）を避け
るための対策を行います。

　　�（ア）会場内の定期的な換気
　　�（イ）対人距離の確保など適切な会場レイアウト
　　�（ウ）�グループワーク等近距離での会話や発声が

行われ密接場面につながるカリキュラムは行
わない。

　　�（エ）�上記のほか、大声での発声、歌唱、声援、また
は近接した距離での会話等が想定されるよう
な内容等は行わない。

　� ③�会場内において、手洗いが容易に実施できる環境
（アルコール消毒液等）を用意します。

（３）懇親会等飲食を伴う事業の実施を見合わせます。
（４）�本会職員の緊急事態宣言対象地域への出張の自

粛等
　�・�感染防止の観点から、緊急事態宣言対象地域への
出張を原則として自粛します。

　�・�緊急事態宣言対象地域からの本会事務所への往
来を原則としてお断りします。

　以上は、国内の発生状況および県内の発生状況に応
じて、随時変更します。

「ももクロクーポン券事業」の終了
　東近江市の委託を受けて実施した「ももクロクーポン券事業」
は、昨年11月から今年１月までの３ケ月間に亘り実施しました。こ
の期間、市内の登録店７５６店舗においてが多くの市民の皆様にご
利用いただき、買い物に行けない方のために「おうちまでお届け
便」企画では１６５件のご利用がありました。また、クーポン券をご利
用いただいた方の中から抽選で２００名の方に東近江市近江匠人
認証事業者が選んだ商品をプレゼントしました。
　ご協力いただきました会員事業所の皆様ありがとうございました。
　なお、クーポン券の利用率は、87.53％でした。

新規採用職員の
おしらせ

令和3年
　1月1日付採用
　　総務指導課�主事

　　　�深田　悠
ゆ う き

暉

よろしくお願いします。

地域貢献事業の取組み
　日本電気硝子株式会社能登川事業場では、地域貢献事業の一環として、コロナ禍で
売り上げが落ち込んでいる地元飲食店を応援する事業を実施していただきました。
　去る２月３日（水）に会員事業所10数社から仕入れた弁当３００個を社員食堂で販売
していただき、即完売しました。
　第２弾として１７日（水）にも実施していただ
き、好評のうちに終了しました。
　このような時期なので、大手企業の地域貢献
事業に感謝するとともにこの取り組みが他の地
域でも波及することを願い、お礼に代えたいと
思います。
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補助金活用支援事例の紹介
　新型コロナウイルス感染症が本格拡大した２０２０年春以降、小規模事業者向けの補助金・助成金がたくさん出て、話題
となりました。
　小規模事業者持続化補助金は、コロナ禍により収益に影響が出ている小規模事業者の新たな販路開拓の取組を
支援し、最大１００万円（補助率3/4）が補助される制度です。
　今年度は合計９回の募集があり、東近江市商工会からは、139事業所（令和３年２月現在）が採択を受けて新しい取組を
されています。
　実際に取り組まれた、２事業所の小規模事業者補助金の事例を掲載させていただきます。次年度も同様の補助金制度
が設けられる予定ですので、自社の取組に対して活用できるか、お気軽にお問い合わせください。

事業所名 小杉豊農園（永源寺地区）

コロナ禍による影響

2020年春の緊急事態宣言により、観光
客が激減。バスツアーもキャンセルとな
り、いちご狩りの売上が減少。例年は、
５月下旬まで営業しているいちご狩りは
４月上旬にて早期終了した。
2021シーズンは、令和３年２月現在、
予約受入数を通年の30％にして営業中。

新しい取組内容

いちご狩りの期間は限られており、年
間通じて来店してもらえるように、農
家ピザを売りにしたカフェ「畑ピッツァ
ricco」を令和２年11月に新規オープ
ン。
いちご狩りのお客様が立ち寄って頂くだ
けでなく、カフェ単体でも集客を図る。

補助金の支出内容
カフェの店舗改装費

　　　　　　　ホームページ▶︎

事業所名 大衆波まち酒場（能登川地区）

コロナ禍による影響

2020年春の緊急事態宣言により、営業
時間の短縮を行った。世間の自粛ムード
により、歓送迎会が減少し売上は激減し
た。
少しでも売上を確保するために、テイク
アウト弁当の販売を４月より開始したが
販売スペースの確保に苦労した。

新しい取組内容

緊急事態宣言終了後もテイクアウト需要
は続くと考えて、テイクアウトが行いや
すいようにレイアウトの変更の実施。合
わせて密にならないように客席の配置を
工夫した。
店内飲食でもお客様に安心して来店して
もらえるように店舗改装を行った。

補助金の支出内容
テイクアウトにも対応できる
店舗改装費
　　　　　　インスタグラム▶︎
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小規模事業者持続化補助金とは…
　販路開拓の取組に最大50万円（２/３）（コロナ型は100万円
3/4）の補助が受けれらます。事業所が販路開拓のための事業計画書
を作成し、その内容を具体性・実現性などの観点から審査が行われ採
択が行われます。
　商工会では、事業計画作成の支援を行っています。
　次年度もコロナ型に変わり、低感染症リスク対応枠として募集され
る予定です。（詳細は未発表）

小規模事業者の定義
常時雇用する従業員が
商業・サービス業　　５名以下
製造業その他の事業　20名以下

東近江市商工会の申請実績（令和２年度申請分）

内容 採択
発表日

東近江市商工会 滋賀県内商工会 全国
申請数 採択数 採択率 採択数 採択率 採択数 採択率

一般型
１回目

Ｒ2年
5月22日 10 9 90.0% 55 80.9% 7,308 90.9%

コロナ型
１回目

Ｒ2年
5月29日 9 9 100.0% 29 82.9% 5,503 81.6%

コロナ型
２回目

Ｒ2年
7月22日 28 23 82.1% 176 80.4% 19,833 81.3%

一般型
２回目

Ｒ2年
8月7日 32 26 81.3% 151 71.6% 12,478 65.1%

コロナ型
３回目

Ｒ2年
10月30日 44 32 72.7% 191 58.2% 12,664 33.9%

一般型
３回目

Ｒ3年
1月22日 13 8 61.5% 97 64.6% 7,040 51.6%

コロナ型
４回目

Ｒ３年
2月5日 61 32 60.3% 264 56.1% 15.421 29.3%

コロナ型
５回目

Ｒ３年
3月上旬予定 25 未発表

一般型
４回目 未定 9 未発表

  青年部   女性部
部長　村山　明範

全国統一商工会青年部員増強運動
女性部員加入実績第三位表彰

　青年部は、令和２年度全国統一商工会
青年部員増強運動において、女性部員の
加入が２名あり、全国で第三位となるこ
とができました。
　全国商工会連合会　森会長、全国商工
会青年部連合会　奥村会長より、その努
力がたたえられ表彰状を頂戴しました。
　これからも、青年部は、部員の増強
を 図 り 、
益々躍進し
ていきます
ので、ご加
入をよろし
くお願いし
ます。

部長　野村　和代
「女性起業者　池田喜久子氏講演会」

　昨年11月11日（水）に五個荘コミュニティセンターにおいて、講師
に女性起業家の先駆者である女性部員の池田喜久子氏を迎え講演会を開
催しました。例年開催していた講演会後の交流会については、コロナ禍
のため中止をしました。
　池田氏は、旧永源寺町に生まれ、酪農農家に嫁がれました。牛乳の
生産調整開始により余った牛乳は捨てるしかない日々が続き、何とか
しなければとの思いで単身イタリアへ渡米し、本場の味と販売方法を
学び、関西初の酪農家が作るイタリアンジェラートとして人気を集め
られました。講演を聞き、同じ世代を生きた私など足元にも及ばず、
ただ、ただ圧倒されるばかりでした。
　これまで数々の要職に就かれ、功績が認められ2019年秋には、旭
日単光章を叙勲、2020年には、東近江市より市制功労者表彰を受賞
され、素晴らしい女性部員さん
が居られることを誇りに思い、
私も日々精進していきたいと思
います。
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新規会員を紹介します

令和２年２月16日～令和３年２月19日� （敬称略）
No. 事業所名 事業主名 事業内容 支部名
1 リフォーム設計滋賀 池戸　宏行 建設業 蒲生
2 Ennea 立山　沙織 飲食業 蒲生
3 NAILS�TINKER�BELL 田中　ちずる ネイルサロン 蒲生
4 ポーキンステッカー ソウザ�バルバラ�ガルバリョ�テラヤマデ 看板製造業 蒲生
5 WASOU合同会社 岩田　紘一 陶器製造業 蒲生
6 森田　純 土木工事業 蒲生
7 エム・エス商会 中井　重光 加工業 蒲生
8 kanayoga 奥村　佳奈 ヨガインストラクター 蒲生
9 クリエイトGAMO 村田　隆男 カラオケ喫茶業 蒲生
10 志工業 山口　基志 足場工事業 蒲生
11 Nail�salon�Joli 奥田　絵理奈 ネイルサロン 蒲生
12 西口工務店 西口　秀男 建築業 蒲生
13 Laugh�Right 古株　希望 エステ・化粧品販売業 蒲生
14 瀨川工業 瀨川　幸太 板金業 蒲生
15 Nakatani 中谷　昭雄 土木業 蒲生
16 まごころ弁当　東近江店 加藤　文浩 サービス業 蒲生
17 Reverent　Service 寺嶋　恭平 車両コーティング業 蒲生
18 防災マニア 髙橋　まち子 防災用品ネット販売業 蒲生
19 ほけんの今井 今井　建 保険業 永源寺
20 町田さらだぼうる 町田　香織 農業 永源寺
21 リソースフルイングリッシュクラス 長岡　道子 英会話教室 永源寺
22 K・S運送 岸　正 運送業 永源寺
23 株式会社タベヨシ 杉浦　和人 不動産業 永源寺
24 村喜設備 村井　喜一 設備業 永源寺
25 長谷建築 長谷　匡史 建設業 五個荘
26 株式会社山下電機 山下　永徳 製造業 五個荘
27 Ayanail 筒川　彩 ネイルサロン 五個荘
28 T.K.S 西山　高司 建設業 五個荘
29 Mahari�Design 大森　智美 アパレル業 五個荘
30 SK 塗装 籠谷　翔也 塗装業 五個荘
31 寅さん 浅井　大介 飲食業 五個荘
32 株式会社向茂組 向　春美 建設業 五個荘
33 フィールズ 澤　達哉 2輪 4輪整備販売業 五個荘
34 plus�belle 寺田　えり 美容室 五個荘
35 まちコミュ 北村　美和 動画制作業 五個荘
36 株式会社プログレス 中川　直人 交通安全施工工事業 五個荘
37 JSTY 森橋　拓也 足場工事業 五個荘
38 有限会社嶋企画 川嶋　勝己 運送業 五個荘
39 有限会社木楽ファーム 松居　琴子 苗木卸業 五個荘
40 グリーンファーム持田 持田　昭男 農業 五個荘
41 賑わい屋　小芋ちゃん 宮本　能貴 飲食業 五個荘
42 西村　勉 不動産業 五個荘
43 有限会社エム運輸サービス 前川　弘樹 一般貸切旅客自動車運送業 能登川
44 滋賀観光バス株式会社　八日市営業所 高木　朋希 旅行業 能登川
45 デュプロ株式会社　滋賀営業所 勝原　英貴 事務機器販売・保守 能登川
46 Siii　ongle 上田　早 ネイルサロン 能登川
47 ネイルサロンNeige 中村　友希 ネイルサロン 能登川
48 株式会社 Play�tag 西野　立寛 コンサルティング業 能登川
49 GRIT 村田　滋夫 飲食業 能登川
50 フレスコ能登川 辻下　真範 食料品小売業 能登川
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No. 事業所名 事業主名 事業内容 支部名
51 鍛冶松鉄工 中堀　篤史 鉄工業 能登川
52 株式会社ファイナル 辻　欣志 繊維製品製造業 能登川
53 丸尾塗装 丸尾　創 塗装業 能登川
54 雨音美容室 森　仁美 美容室 能登川
55 大工の白子 白子　篤 建設業 能登川
56 有限会社正起商会 居原田　直樹 計量機器検査業 能登川
57 スタジオオニオン 三輪　勝彦 古物買取販売業 能登川
58 アイクリエイト株式会社 井口　寛之 寝具類輸入販売業 能登川
59 ぷろてくとさぽーと 桐村　貴雄 窓フィルム施工販売業 能登川
60 Creative�Sound 吉田　穣 音響業 能登川
61 リペアワールド 久保田　壽則 電気工事・家電修理業 能登川
62 澤田屋 澤田　全弘 自動車整備・販売業 能登川
63 合同会社田中設備 田中　剛志 建設業 能登川
64 Atelier　花空間 森　光香 花製品加工業 能登川
65 川南林業 川南　政宗 林業 能登川
66 SHIHO音楽教室 西本　志保 サービス業 能登川
67 株式会社おおまえ 大前　清司 繊維業 能登川
68 Luana 池内　なつ実 美容業 能登川
69 村山　明弘 林業 愛東
70 滋賀ゆめ整体院 大平　由紀子 整体 愛東
71 森合　匠子 リンパマッサージ 愛東
72 居酒屋ふじ 山本　秋子 飲食店 愛東
73 大富工務店 冨田　剛 建設業 愛東
74 ヤスマル製作所 安岡　剛 製缶業 愛東
75 T-BERRY�FARM 田中　大介 農業 愛東
76 橋本　賢司 農業 愛東
77 辻　博義 農業 愛東
78 小倉　謙治 農業 愛東
79 森　久司 農業 愛東
80 小倉　治 農業 愛東
81 山本　惣太郎 農業 愛東
82 中﨑　浩一 農業 愛東
83 台湾美食屋 崔　文子 飲食業 愛東
84 Laque 漆崎　厚史 小売業・農業 愛東
85 メナードフェイシャルサロン東近江小池 寺川菊美 エステ・化粧品販売業 湖東
86 寺川重機 寺川晃 建設業 湖東
87 真成建設 澤村　剛成 建設業 湖東
88 シルバーサポートてとて 水谷　真知子 介護塾 湖東
89 株式会社ライトパス 𡧃野　朝子 不動産業 湖東
90 鍛フォージ・ワークス 石倉　創 建築金物 湖東
91 株式会社サワムラ 澤村　勇司 建設業 湖東
92 一守　洋子 繊維業 湖東
93 medical�beauty�salon�fleur 加藤　菜津美 エステサロン 湖東
94 Base�For�Rest 上野　愛 カフェ他 湖東
95 古川建築 古川　利昭 建築業 湖東
96 アコール株式会社 山田　康博 インテリア製品製造販売業 湖東
97 -utsuwa�kobako- 竹口　要 陶器製造業 湖東
98 アズーログラススタジオ 東　敬恭 ガラス製品加工業 湖東
99 合同会社グッドモータース 神谷　太郎志 バイク修理業 湖東
100 nail�linoa 井上　稚弥 ネイルサロン 湖東
101 株式会社ドリームライン 濱田　直道 運送業 湖東
102 田中　節子 和裁業 湖東
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お知らせコーナー

新型コロナウイルス感染症の治療は「医療特約」
および「トータルがん」の対象となります。

東近江市商工会からのお知らせ
＊県内商工会より下記のとおり、商工会の名前を騙った取材依頼事例の報告がありました。
　１．事業者に商工会から紹介を受けたと騙り、取材依頼の連絡が入る
　２．取材には著名人が同行しインタビューする　　３．取材後に広告料名目で費用が請求される
　取材商法と言われている手法ですが、商工会から紹介を受けたと事実に反する内容を騙っている点で悪質だと思われ
ますので、会員事業者の皆様はご注意ください。

＊確定申告の期限について
　所得税確定申告の期限が延長され４月１５日(木)になりました。商工会としましては、申告期限が３月１５日(月)の予定で
相談日程の計画を立てていますので、ご了承ください。申告がお済でない方はお早めにお越しください。
　なお、会場ごとで予約制となっていますので、ご希望の方は商工会へご連絡ください。
� 東近江市商工会　℡０７４９－４５－５０７７

＊�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)

お気軽に商工会へ
ご相談ください。

商工貯蓄共済制度についてのお知らせ
　令和３年（２０２１年）４月１日から１０年満期型の加入申込の受付を停止します（５年満期型の取り扱いは継続します）。
＜今後のスケジュール＞
令和��３年（２０２１年）４月��１日 １０年契約型の加入申込の受付停止（５年契約型の加入申込は継続）
令和��８年（２０２６年）４月��１日 ５年契約型の加入申込の受付停止
令和１３年（２０３１年）３月３１日 商工貯蓄共済取扱い終了

福祉共済制度についてのお知らせ
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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。

　３年間、商工会報を読んでいただきありがとうございました。この３年間、色んな出来事がありましたが、やはり新型コロナウイ
ルスの感染拡大ですね。このような中で、会員事業所様が少しでも読んでいただけるよう明るい紙面作りに努めたつもりです。次
回からは新しいメンバーで発行しますので、引き続いてのご支援ご協力をよろしくお願いします。（Ｋ．Ｎ）

編 集 後 記

問　　題　静岡県には河津桜、和歌山県には熊野桜とありますが、滋賀県に
は唯一地名のついた桜があります。

　　　　　それはエイゲンジザクラです。
　　　　　さて、花弁は何枚くらいでしょう。
　　　　　①１枚　②５〜15枚　③20〜30枚
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　2021年３月31日（水）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33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。

ふれあい
東近江市の愛知川河川敷でスポーツができ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？

メディカルアロマヘッドスパ・カット・ヘアカラー、
エステパーマ、ヘアアレンジ、お着付け

5年後、10年後もキレイでいていただく為にyou華と二人三脚で理想の髪を
手に入れませんか？また、当店自慢のヘッドスパで贅沢な時間と日々の疲れを
リフレッシュしてください♪

Tel：0748-55-8118
東近江市宮川町244-107　Ｐ有
定休日　毎週月曜日　第３火曜日
9：00～19：00（予約優先）

Hair Salon

you 華
蒲生支部

営業時間　午前9：00～午後7：00
T E L 　0748-48-2113
東近江市五個荘北町屋町12-2

ヘアーサロンイチダ

五個荘支部

営業時間　11：00～14：00　17：00～23：30
定 休 日　木曜（祝日の場合は営業）
東近江市中戸町703　☎0749-46-0891
（国道307号線沿い あいとうマーガレットステーション近く）

台湾美食屋
愛東支部

鈴鹿の山の清らかな水と自然の豊かな恵みで育った

清流の里　近江永源寺米®

鈴鹿山脈から流れる愛知川渓谷の清流、美しい紅葉
を生む寒暖の差、鈴鹿山麓の自然豊かな恵みと気候
風土に育まれた「清流の里 近江永源寺米」
艶やかで粘りと旨みが特長で、炊きたてはもちろん、冷め
てもおいしく、お弁当やお寿司、おにぎりにも最適です。

創業１８９０年（明治２３年）
株式会社カネキチ
〒527-0231東近江市山上町1867-1
TEL　0748-27-0036　FAX　0748-27-0384
H.P　http://kk-kenekichi.com

永源寺支部

能登川支部

東近江市横溝町 2325-2
インスタ：fleur_beautysalon
TEL：0749-20-2396
AM9:00～PM9:00
定休日不定　完全予約制

コロナ対策徹底◎
入口・お部屋・トイレが別々のため安心♪

湖東支部


