
風のように速く、走る芸術作品
　小さな頭、大きな身体からすらりと長く伸びた四肢、胸や
臀部の張りつめた筋肉が美しくスマートでピカピカに輝いて
いるサラブレットは、風のように速く人の手が作り出した走る
芸術品と言われています。4本の細い足が450 ～ 500㎏の
体重を支え、さらに人を乗せた状態で時速60 ～ 70kmもの
スピードで疾走するため、定期的に休養をさせます。

（東近江市南花沢町にて休養馬を調教している様子）

会員数 1,627名
（令和４年９月１日現在）

№402022.10
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



わくわく商品券の販売額の一部をウクライナ人道支援に寄付
　９月15日（木）、わくわく商品券（使用期間：８月１日から９月30日）の販
売額の一部をウクライナ人道支援のために使っていただくため東近江市へ寄付
しました。
　わくわく商品券については、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を目的に、この７月に12,000円分の商品券を
10,000円で3,000セット販売し、この販売額の２％である600,000円を寄
付したものです。
　この日は、鈴村会長とこの商品券を企画した地域活性化委員会の岸本委員長
が寄付金を持って東近江市役所を訪問し、小椋市長に手渡しました。
　鈴村会長は「戦争で巻き添えになっているウクライナ市民の支援に少しでも
お役に立ちたいという思いで、皆様に買っていただいた商品券の販売額の一部を寄付させていただいた。」と思いを
述べ、岸本委員長も「戦争が早く終結することを願い、人道支援に有効活用していただきたい。」と話された。
　寄付金は、日本赤十字社を経てウクライナ人道支援に役立てられます。

部会報告及び活動報告

工業部会
　工業部会では、大手企業に比べ人材確保が難しい会員事業所
と、正規雇用の働き口を確保しにくい日系ブラジル人の生徒と
の間で交流を深め、相互の理解を促進することで、人材確保お
よび、雇用の創出を図ることを目的に日本ラチーノ学院の生徒
を対象に工場見学の受入を実施することになりました。
　それにさきがけ７月12日（火）に役員による学院訪問と学生
面談を実施しました。
　また、当部会の会員事業所が抱えている問題について、先進的
な取組みをされている企業のリーダーに講演をいただき、ビジ
ネスの参考とすることによって、地域の事業者が様々な課題を
乗り越え、地域経済の発展
に寄与することを目的に
講演会を予定しています。
　コロナ禍ではあります
が、できることから実践し
ますので、部会員皆様のご
意見やご参加をお待ちし
ています。

サービス業部会
　サービス業部会では、視察研修として、東近江市の魅力再発見
ツアーの第３弾を11月28日（月）に計画しています。今回は、
愛東地区百済寺を予定していますので、ぜひご参加下さい。
　また、８月５日（金）に予定していました自己ＰＲセミナー
は、コロナ感染症拡大防止のため、誠に残念で
すが、延期させていただきました。なお、同セ
ミナーの次回開催日は、未定となっています。
決まり次第案内しますので、ご参加をお願い
します。

建設業部会
　建設業部会では、９月２日（金）に近江八幡税務署職員を講師
にお迎えして、インボイスセミナーを開催しました。インボイ
ス制度が令和５年10月１日に導入されますので、昨年に引き
続きインボイスセミナー
を実施することで、参加事
業者の制度への理解を深
めることができました。ま
た、普段、税務署職員に接
する機会は少ないので、直
接話を伺うことができる
よい機会になりました。

商業部会
　コロナ禍の中、感染対策を徹底し、
２回のセミナーを開催しました。
　１回目は、7月１日（金）13時30
分から、Shigagrapher 山崎純敬氏
を講師にお迎えし、「スマホで撮る写
真撮影セミナー」を開催しました。写
真の撮影手法をわかりやすく説明し

ていただき、参加者が持参した商品の撮影の指導をしていただ
くなど大変参考になりました。２回目は、７月25日（月）14時
からの部と18時からの部をグラスハパコンサルティング（株）
代表取締役 中野雅公氏を講師に迎え、「商売に明日から使える。
知っておくと得するスマホ・SNS活用セミナー」を開催しまし
た。SNSの発信方法、商売に使えるスマホ活用、SNSを使った
PR活用など、今後の営業活動に役立てることができる内容で
した。今後も部会員に
とって役に立つセミナー
を開催したいと思います
ので、ご希望のテーマ等
がありましたらご意見を
お願いします。

部会長　岡田　喜吉

部会長　村林　則夫

部会長　山本　直彦

部会長　平尾　克己

青年部

　青年部愛東支部では、7月24日(日)に
「救援衣料を世界へ、活かそう廃食油」を
東近江市役所愛東支所駐車場で行いました。
　結果は  協力人数：143人  廃食油回
収量：77.2ℓ  救援衣料箱数：525箱  
義援金総額：143,026円となりました。
　集まった義援金は、8月10日（水）に中
村部長と鈴村愛東支部長が東近江市へ寄
付しました。寄付金は日本赤十字社を経
てウクライナ支援へ送られます。少しで
も戦争で苦しむ方々の力になればと思い
ます。たくさんのご協力をいただき、あり
がとうございました。

　壮青年部は、次世代のリーダーとして、
商工会並びに商工会青年部と連携して、
地域経済の諸課題解決の取組み等を実践
するため、令和4年4月1日に滋賀県下で
一番に創設しました。
　６月20日（月）に第１回役員会を開催
しました。部員の加入推進や年会費、今後
の活動について協議し、本会事業や青年
部、女性部、各支部事業等の支援や他団体
との連携、部員研修会など、未来を担う
リーダーに求められるスキルを磨く活動
を進めていきます。

壮青年部員募集中‼
　東近江市商工会の会員事業者又は会員
の事業に従事する
親族で、満46歳～
満55歳以下の方。

「てんびん広場」でＳＤＧｓの実践を
　6月には、産官学が連携した大型商業リ
ゾート施設「ＶＩＳＯＮ」の視察研修を行い
ました。また7月には、今まで学んだＳＤ
Ｇｓを身近な実践に移すことを目的に、
７月15日（金）にマーガレットステー
ションのラベンダールームに於いて地域
振興委員会主催で「てんびん広場」を開催
しました。ミツロウラップのワーク
ショップや会員から集めた洋服の譲渡
会、自慢の一品の試食や販売を行い、ＳＤ
Ｇｓの実践と共に会員同士の良い交流の
場となりました。

部長　中村　剛司
壮青年部

部長　小漆間　繁雄
女性部

部長　藤野　富佐子

会員事業所の景況に関するアンケート調査【要約版】
　東近江市商工会では、地域で商工業を営む会員事業所
の現状を広く聞き取ることにより、経営状況を分析する
とともに、今後の施策要望等の参考とするため、令和４
年８月から９月にかけて、アンケート形式の調査を実施
し、70％強の回答がありました。
　アンケート結果を要約すると、以下の通りとなります。

〇�エネルギー・原材料価格の高騰、原材料入手難、新型
コロナウイルス感染症拡大 (第７波 )の影響を受けて
いますか？という問いに対しては、実に80％近くに
も及ぶ事業所から、その影響を受けているという回答
がありました。

〇�次に、影響を受けていると回答された事業所から、具
体的に影響を受けている要因について確認したとこ
ろ、原材料価格の高騰を挙げられる事業所の割合が
33％と、最も多くの回答がありました。どの業種に
於いてもまんべんなく原材料価格の高騰をその要因に
挙げられていることから、事業所の喫緊の課題となっ
ていることがわかります。
�
〇�最後に、今後の経営状況の見通しについても確認させ
ていただいたところ、実に50％近くの事業所から「厳
しい状況が続く」という回答があり、　現在の景況が
長引くことが予想されます。

　このように経営環境が大変厳しい中、またお忙しい中
にも関わらず、多くの会員事業所に、アンケート調査へ
のご協力をいただき、誠にありがとうございました。
　なお、詳略版は後日とりまとめ、公表します。

・�エネルギー・原材料価格高騰、原材料入手難、�
新型コロナウイルス感染症拡大（第７波）の影響を�
受けていますか？

・�影響を受けている（今後影響を受ける）要因は、�
具体的に何ですか？

・今後の経営状況の見通しについて、お聞かせ下さい。
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部会報告及び活動報告
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と、正規雇用の働き口を確保しにくい日系ブラジル人の生徒と
の間で交流を深め、相互の理解を促進することで、人材確保お
よび、雇用の創出を図ることを目的に日本ラチーノ学院の生徒
を対象に工場見学の受入を実施することになりました。
　それにさきがけ７月12日（火）に役員による学院訪問と学生
面談を実施しました。
　また、当部会の会員事業所が抱えている問題について、先進的
な取組みをされている企業のリーダーに講演をいただき、ビジ
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乗り越え、地域経済の発展
に寄与することを目的に
講演会を予定しています。
　コロナ禍ではあります
が、できることから実践し
ますので、部会員皆様のご
意見やご参加をお待ちし
ています。

サービス業部会
　サービス業部会では、視察研修として、東近江市の魅力再発見
ツアーの第３弾を11月28日（月）に計画しています。今回は、
愛東地区百済寺を予定していますので、ぜひご参加下さい。
　また、８月５日（金）に予定していました自己ＰＲセミナー
は、コロナ感染症拡大防止のため、誠に残念で
すが、延期させていただきました。なお、同セ
ミナーの次回開催日は、未定となっています。
決まり次第案内しますので、ご参加をお願い
します。

建設業部会
　建設業部会では、９月２日（金）に近江八幡税務署職員を講師
にお迎えして、インボイスセミナーを開催しました。インボイ
ス制度が令和５年10月１日に導入されますので、昨年に引き
続きインボイスセミナー
を実施することで、参加事
業者の制度への理解を深
めることができました。ま
た、普段、税務署職員に接
する機会は少ないので、直
接話を伺うことができる
よい機会になりました。

商業部会
　コロナ禍の中、感染対策を徹底し、
２回のセミナーを開催しました。
　１回目は、7月１日（金）13時30
分から、Shigagrapher 山崎純敬氏
を講師にお迎えし、「スマホで撮る写
真撮影セミナー」を開催しました。写
真の撮影手法をわかりやすく説明し

ていただき、参加者が持参した商品の撮影の指導をしていただ
くなど大変参考になりました。２回目は、７月25日（月）14時
からの部と18時からの部をグラスハパコンサルティング（株）
代表取締役 中野雅公氏を講師に迎え、「商売に明日から使える。
知っておくと得するスマホ・SNS活用セミナー」を開催しまし
た。SNSの発信方法、商売に使えるスマホ活用、SNSを使った
PR活用など、今後の営業活動に役立てることができる内容で
した。今後も部会員に
とって役に立つセミナー
を開催したいと思います
ので、ご希望のテーマ等
がありましたらご意見を
お願いします。

部会長　岡田　喜吉

部会長　村林　則夫

部会長　山本　直彦

部会長　平尾　克己

青年部

　青年部愛東支部では、7月24日(日)に
「救援衣料を世界へ、活かそう廃食油」を
東近江市役所愛東支所駐車場で行いました。
　結果は  協力人数：143人  廃食油回
収量：77.2ℓ  救援衣料箱数：525箱  
義援金総額：143,026円となりました。
　集まった義援金は、8月10日（水）に中
村部長と鈴村愛東支部長が東近江市へ寄
付しました。寄付金は日本赤十字社を経
てウクライナ支援へ送られます。少しで
も戦争で苦しむ方々の力になればと思い
ます。たくさんのご協力をいただき、あり
がとうございました。

　壮青年部は、次世代のリーダーとして、
商工会並びに商工会青年部と連携して、
地域経済の諸課題解決の取組み等を実践
するため、令和4年4月1日に滋賀県下で
一番に創設しました。
　６月20日（月）に第１回役員会を開催
しました。部員の加入推進や年会費、今後
の活動について協議し、本会事業や青年
部、女性部、各支部事業等の支援や他団体
との連携、部員研修会など、未来を担う
リーダーに求められるスキルを磨く活動
を進めていきます。

壮青年部員募集中‼
　東近江市商工会の会員事業者又は会員
の事業に従事する
親族で、満46歳～
満55歳以下の方。

「てんびん広場」でＳＤＧｓの実践を
　6月には、産官学が連携した大型商業リ
ゾート施設「ＶＩＳＯＮ」の視察研修を行い
ました。また7月には、今まで学んだＳＤ
Ｇｓを身近な実践に移すことを目的に、
７月15日（金）にマーガレットステー
ションのラベンダールームに於いて地域
振興委員会主催で「てんびん広場」を開催
しました。ミツロウラップのワーク
ショップや会員から集めた洋服の譲渡
会、自慢の一品の試食や販売を行い、ＳＤ
Ｇｓの実践と共に会員同士の良い交流の
場となりました。

部長　中村　剛司
壮青年部

部長　小漆間　繁雄
女性部

部長　藤野　富佐子
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■第２弾　免税事業所向け　

講師　井上立子税理士事務所 井上�立子氏
①10月12日（水）19：00～21：00　②10月24日（月）14：00～16：00　※同一内容の開催となります。

■第３弾　課税事業所向け　
講師　井上立子税理士事務所 井上�立子氏
①11月11日（金）19：00～21：00　②11月22日（火）14：00～16：00　※同一内容の開催となります。

■最終回　全事業所向け　インボイス登録手続き
講師　近江八幡税務署�担当者
①12月５日（月）14：00～15：00　②12月９日（金）18：00～19：00　※同一内容の開催となります。

東近江市商工会主催
インボイスセミナーシリーズのお知らせ

　「今さら聞けないけど、そもそもインボイス制度ってどんな制度？」
　「うちの商売にはどんな影響があるの？」

　令和５年10月から適格請求書等保存方式（インボイス）制度が導入されます。課税事業者はもとより、免税事業者にとっ
ては、既存の取引先を失ってしまう可能性もあり、経営面での影響が懸念されます。東近江市商工会では、免税事業所から、
課税事業所、インボイス登録手続きまで、インボイス制度に関するセミナーを下記の通り実施します。

会場：東近江市商工会（市役所湖東支所内　２階中会議室）
※申込状況等により、会場は変更となる場合がございます。

インボイス制度（適格請求書等保存方式）とは…
複数税率に対応したものとして開始される。仕入れ税額控除
の方式です。
● 買手が仕入税額控除の適用を受けるために

は、帳簿のほか、売手から交付を受けた「適格
請求書」等の保存が必要となります。

● 買手が作成した仕入明細書等による対応も
可能です。

適格請求書発行事業者になる（登録を受ける）には
適格請求書発行事業者の登録申請手続が必要です。
● 登録は課税事業者が受けることができます。登録を受けな

ければ適格請求書を交付できません。登録を受けるかどう
かは、事業者の任意です。

● 免税事業者が令和５年10月１日を含む課税期間中に登録
を受けた場合は、登録を受けた日から課税事業者となるこ
とが可能です。（経過措置）

課税事業者の方も免税事業者の方も、ご自身の事業
実態にあわせて、適格請求書発行事業者の登録を受
けるかご検討ください。

インボイスについて
の詳細はこちら

【登録申請のスケジュール】

令和３年10月１日 令和５年３月31日 令和５年10月１日

令和３年
10月１日から

登録申請が可能です。

令和５年10月１日から登録を受けるためには、
原則として、令和５年３月31日までに
登録申請を行う必要があります。

インボイス
制度の導入

登録申請の
受付開始

　はい。課税事業者です　

現在、消費税の申告をしていますか？

　　いいえ。免税事業者です　　
※免税事業者はインボイスは

発行できません

いいえ。一般消費者です

　　　　販売先は事業者ですか？　　　　

基本的に登録不要と考えられます。
ただし、少しでも事業者への販売
（例：飲食店における法人利用等）
がある場合は、登録申請を検討さ
れたほうがいいかもしれません。

令和５年10月１日から
インボイスを発行した
い場合、原則として令和
５年３月31日までに登
録申請が必要です。

　はい　 　いいえ　

まずは、登録が必要かフローチャートでチェック！

　　  インボイスの発行を  　　
希望しますか？

★消費税の課税事業者への
転換が必要

　はい。事業者です　

済
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東近江管内事業者様向け 新型コロナ対策等支援施策早見表
令和４年９月21日現在

令和4年9月21日現在の情報をもとに作成しています。概要版のため、制度の詳細は個別にご確認ください。
予告なく変更される場合がありますので、HP等で最新の情報をご確認ください。 

■ 補助金（該当者が申請し、審査の上決定・補助されるもので、採択率は補助金により異なります。）

制度名 補助金額
（補助率） 内 容 次回申請締切 申請方法

事業再構築補助金
（国）

万円～ 億円
又は （一部 ）

コロナ禍で売上が減少し、
事業再構築に取組予定
の中小企業を支援

第 回〆切
後日公開予定 オンライン

ものづくり・商業・
サービス補助金

（国）
万円～ 万円

中小 小規模

新製品・サービス開発、
生産プロセス改善の
ための設備投資等に
利用

第 次〆切
月 日（月） オンライン

持続化補助金
（国）

【通常枠】 万円
【特別枠】 万円

（一部 ）

小規模事業者が行う
地道な販路開拓等の
取組に係る経費に対
する補助

第 回 月上旬
第 回令和 年 月下旬

郵送又は
オンライン

導入補助金
（国）

【通常型】 万円
（ ）

【デジタル化基盤導入型】
万円～ 万円
（ ）

中小企業が行う ツー
ル等の導入により、業務
効率化を図る取組に係
る経費に対する補助

【通常型】
次〆切 月 日（月）

【デジタル化基盤導入型】
次〆切 月 日（月）

オンライン

※ オンライン申請には、 が必要となります。取得までには日数がかかります。

東近江管内事業者様向け 新型コロナ対策等 支援施策早見表

令和４年１０月から、労働者負担・事業主
負担の雇用保険料率が変更になります

・年度の途中から雇用保険率が変更となりますので、ご注意ください。
◯令和４年10月１日～令和５年３月31日
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お知らせコーナー

　現行のネットde記帳システムが、今年12月
末で終了することになりました。それに伴い、
令和5年1月より、新記帳システム「ERPシス
テム」に移行します。スムーズな移行ができ
るように、6月より月に1回の操作研修を対象
事業者向けに行っています。
　今後は右表の日程で予定していますので、
まだ申込みされていない事業所は、申込みく
ださるようお願いします。

今後の研修会開催日時（10月以降）
令和４年10月17日（月） 13：30～16：30
令和４年11月15日（火） 18：30～21：30
令和４年12月 ７日（水） 13：30～16：30
令和４年12月22日（木） 18：30～21：30
令和５年 １月20日（金） 13：30～16：30
令和５年 １月30日（月） 18：30～21：30
令和５年 ２月 ８日（水） 13：30～16：30

　東近江市商工会では、会員事業所の販路開拓支
援として、東近江市地域の食料品販売を近鉄百貨
店草津店１階近江路コーナーにて、11月９日（水）
から12月6日（火）の期間で開催します。
　東近江市商工会からは、20社の会員事業所の
出店を予定しています。
　鮒寿し、お菓子、お茶な
ど幅広い食料品の特産品
が一堂に会するイベントで
す。お近くにお越しの際は、
是非、お立ち寄りいただき、
特産品の味をご堪能くださ
い。

　大規模な災害が発生した場合に備え、「災害
時における生活物資の確保および調達ならび
に応急救援活動への応援に関する協定書」を
東近江市と八日市商工会議所と東近江市商工
会が連携して締結しています。緊急の災害時に
行政から要請された公共土木施設（行政が管
理する道路、河川、建築物、工作物等）の応急復旧、人命
救助、被災住宅の応急修理等に土木資機材、労力等を提供
していただける応急救援活動業者。また行政から要請され
た生活物資を商工会が調達し、行政に納入していただける
生活物資物品供給業者を募集しています。各費用について
は、行政から適正な価格でお支払いがされます。
　詳細は、東近江市商工会までお問い合せください。

ERPシステム研修について

近鉄百貨店草津店
近江路コーナー出店（ご案内）

東近江市との防災協定登録事業所の
募集について

満席
満席
満席

①東近江市太子クーポン券取扱店舗募集

②東近江市三方よし商品券

取扱店舗になるには事前登録が必要です　
店舗登録申請はインターネット、または専用の申請書で受付けします。
※10月１日以降の登録事業者については、ＨＰでのみ公開します。
※売場面積が1,000㎡を超える大規模小売店舗は登録できません。

【クーポン券利用期間】�令和４年11月１日（火）から令和４年12月31日（土）まで
【クーポン券換金期間】�令和４年11月１日（火）から令和５年 １月31日（火）まで
【申込方法】https://higashiomi-coupon2022.com

　市内の消費喚起策としてクーポ
ン券事業を実施します。
　市内の全世帯に買い物や飲食の
際に利用できる10,000円分の
クーポン券を配布します。
　また、クーポン券取扱店舗には
受取券面額に10％を上乗せした
額で換金を実施します。

　市内の中小企業者を支援し、地域経済を循環させるため、「東近江市三方よし商品券」を10月３日
（月）から新たに発売しています。
　また、商品券が利用できる取扱店を随時募集しています。登録できるのは、市内に店舗又は事業
所がある（店舗面積が1000㎡を超えない）事業者です。
　登録いただいた取扱店の一覧は随時更新し、市HP等で公表しています。
　店舗登録、換金等での事業者の費用負担はありませんので、取扱店の登録がまだの事業者は、ぜひ
登録をお願いします。

お問い合わせ：発売元　東近江市 商工観光部商工労政課
　　　　　　　　　　　滋賀県東近江市八日市緑町10番5号  TEL：0748-24-5565  IP：050-5801-9540

取扱店は
コチラから
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→国が作った経営者のための退職金制度です。
　小規模企業共済法に基づく共済制度で、国が全額出資する（独）中小機構が運営しているの
　で安心・安全です。

①経営者のための退職金制度
・小規模企業の個人事業主（共同経営者）また

は、会社等の役員の方が廃業や退職後の資金
をあらかじめ準備しておく制度

②掛金は全額所得控除
・掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」

として、課税対象所得から控除できます。

③受取時も税制メリット
・共済金の受取は、一括の場合は「退職所得扱い」
　分割の場合は「公的年金等の雑所得扱い」です。

安心・安全！　国が作った 小規模企業共済
◎小規模企業共済とは

◎制度の特徴

詳しくは、東近江市商工会までお問い合せください。
中小機構「小規模企業共済」HP→

◎掛金は1,000円～70,000円まで
　自由に選ぶことができます。

　会員相互の親睦を深め体力の増進を図ることを目的に以下の通り開催します。
　ぜひともこの機会にご参加ください。

日　　時：令和４年１１月９日（水）（荒天時中止）　午前９時３０分～１２時
場　　所：東近江市ふれあい運動公園内グラウンドゴルフ場（能登川） 
　　　　　東近江市栗見新田町１２２４番地
参加資格：東近江市商工会員（会員の家族・従業員含む）　定員：５０名
参�加�費：６００円（内チャリティー募金代１００円）
　　　　　チャリティー募金については、東近江市を通じてウクライナ人道支援に寄付させていただきます。
申込方法： 参加申込書に必要事項を記載の上、東近江市商工会へＦＡＸ（0749-45-5088）又は、

右のQRコードよりお申込ください。
申込締切：令和４年１０月２０日（木）

第10回 会員親睦チャリティーグラウンドゴルフ大会の開催のお知らせ

新型コロナウイルス感染症に伴う「みなし入院」の対象変更について
　新型コロナウイルス感染症に係る宿泊施設や自宅等での療養（みなし入院）の対象を、以下の通り
変更することとなりましたのでお知らせします。
・２０２２年９月２６日（月）以降は、「重症化リスクの高い方」に限定します。

重症化
リスクの
高い方

・65歳以上の方
・入院を要する方
・妊婦（妊娠されている方）
・ 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患による酸素投与が必要な方

※ 2022年９月25日（日）以前に、新型コロナウイルス感染症と診断された方につきましては、上記にかかわらず、
これまでの対応を継続します。

全国商工会会員福祉共済からのお知らせ

ご参加
お待ちしてます
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事業所紹介コーナー

蒲生支部

無添加スパイ
スカレー

〒529-1442 滋賀県東近江市五個荘小幡町623 TEL:090-8460-9437

※テイクアウト可
　駐車場はございません

五個荘支部

めし、注文弁当、café、図書室、古い物、庭
ぼーっとする、はたまた考え事。
一人になりたい、誰かと落ち着いて話がしたい。
様 な々日常の中に在る場。
天気や仕入れにより、その時々の賄い飯をつくります。

住所　滋賀県東近江市永源寺相谷町749番地
メールアドレス　i.dokoro@outlook.jp
電話　070-3268-3515
　　  昼 11:30～無くなり次第終了
図書室とcafé 11:30～17:00（L.O16:00）
休み　月・火曜日（たまに臨時休業有り、SNSよりご確認ください）

弁当は、3日前までにご予約いただき、メールにてご注文承ります。氏名、電話番号、個数をお知らせください。
こちらからの確認のお電話でご予約確定となります。（店頭お渡し）

駐車場有り
お支払い現金のみ

永源寺支部

　取引先とのトラブル、事業に関する法的チェックなど、日々のお仕事
のなかでお悩みがあれば、気軽にご相談ください。民事事件だけでな
く、刑事事件への対応・アドバイスも行っています。休日、夜間のご相談
にも対応しております。

お困りごとが生じた際は、気軽にご相談ください
能登川支部

東近江市小田苅町の美容室

美と健康と癒しのサロン cocochi beauty

お客様一人ひとりに寄り添った
　ここちよい時間をお届けします！

黄土よもぎ蒸し
　リンパドレナージュ
　　ドライヘッドスパ

まつ毛エクステ
　次世代ラッシュリフト
　　美肌脱毛

〒527-0125　滋賀県東近江市小田苅町 304-2　TEL:0749-45-3453

湖東支部

特定非営利活動法人

あいとう和楽

田園カフェこむぎ
東近江市小倉町1975-1
（あいとうふくしモール内）
営業時間　10：00～ 17：00
定休日　土日祝

茶店ハイジ
東近江市妹町29（東近江市愛東支所内）
営業時間　10：00～ 17：00
定休日　土日祝
電　話　0749-46-1219

地元・愛東のフルーツを使った
パン・サンドイッチと

季節のとれたて野菜を使った
ランチをお楽しみください

愛東支部

　８月27日（土）、夕方から能登川支部の単独イベント、『2022ふれあいナイト』を３年振り
に開催しました。市内のコロナ感染拡大が続いていましたので、開催が危惧されましたが、
感染対策をしっかりとった上で決行しました。イベントは家族連れで賑わい、久し振りに歓声
が聞こえ、来場された皆さんは、コロナ禍を忘れるひと時を過ごしていただけたのではない
でしょうか。コロナにより生活様式が一変しつつある中ですが、やはりこのようなイベント
は必要だなぁと思いました。� （Ｎ．Ｍ）

編集後記

※①�東近江市商工会では、定期的に各種情報提供のため全会員事務所に郵送を
行っています。

　　�会員事業所の広告等も有料にて同封させていただきますので、ご関心のある
方はお問い合わせください。

　　（発送時期：月１回　不定期/１回の発送時２事務所まで）

※②�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。

インフォメーション

発行人：東近江市商工会　東近江市池庄町505番地　TEL.0749−45−5077FAX.0749−45−50888


