
永源寺桜
その昔、臨済宗永源寺派大本山の永源寺の境内に咲い

ていたことから名付けられた「永源寺桜」。微淡紅色の

八重の花がたわわに付いて、枝が重そうに垂れ下がっ

ています。ソメイヨシノよりも例年１週間ほど遅れて

咲き４月中旬に満開を迎えます。

会員数 1,440名
（平成31年２月28日現在）

№262019.3
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
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日本一の商工会に向け邁進中
　去る1月18日（金）、クレフィール湖東において、来賓や関係者
105名参加の下、平成31年新年賀詞交歓会を開催した。
　開口一番、司会者は、「昨年のこの場で日本一の商工会宣言を
し、その目標に向かって役職員が力を合わせた結果、全国商工会会
員福祉共済が昨年12月1日現在で総合部門、けがの補償部門で全
国1,660ある商工会の第1位である。」と報告したところ、会場か
らどよめきが起こったが、「まだまだ気が抜けない状況なので、3月
31日には正々堂々と全国第1位になりたい。」と出席者の協力をお
願いした。
　続いて、足立会長から、「昨年4月からは各支部の商工会館を完
全に閉鎖し、事務所を市の湖東支所に一本化した。職員は、毎月1
回、全会員事業所を巡回して、会員ニーズの把握に努めている。そ
の結果、平成29年度補正予算で公募した小規模事業者持続化補助
金の件数が県下トップの70件、職員1人当たりの件数が4.4件、県下平均2件の倍以上の実績を上げ、事務所一本化の効果が
顕著に現れた結果である。これからも、商工会は行きます　聞きます　提案します　をスローガンに商工会の本来業務である
小規模事業者の支援業務を実施する。また、八日市商工会議所とともに市内唯一の経済団体として経済活動にも取り組む。現
在、日本一の商工会に向け役職員が一丸となってイノシシのごとく猪突猛進中で、ご参会各位の協力を切にお願いする。」と開
会挨拶を述べた。
　この後、出席者を代表して小椋市長、県連合会上西副会長から祝辞があり、東近江市議会の大橋議長の乾杯により、終始賑
やかな交歓会が行われ盛会裏に終了した。

賀 詞 交 歓 会

湖東信用金庫との
協定書締結

　昨年12月28日（金）当会事務
所において、足立会長と湖東信用金
庫山本理事長は、相互の連携協力を
より一層推進し、さらなる地域経済
の活性化を図ることを目的に協定書
を締結した。この協定書は、双方が
開催するセミナーの情報発信、起業
や人材育成支援などの地域産業活性
化、文化・スポーツ振興や安心・安
全な地域づくりに関する支援が含ま
れる。足立会長は、事業承継支援事
業や後継者育成事業に取り組み、互
いに情報交換をしながら東近江市の
活性化に繋げたいと協定書締結に期
待を込められた。

新たなポイントカードシステムの導入を目指して

　東近江市商工会ポイントカード委員会では、東近江市内全域で利用で
きる新たなポイントカードシステムの導入を検討しています。
　現在の商工会エリアはもちろんですが、商工会議所エリアを含め市内
全域で利用でき、新たな機能を付加し、より地域住民の皆様にとって利
用価値が高く、会員事業所の経営支援の一助となるシステムを構築する
ため検討を続けています。
　今後とも会員の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
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新規加入者を紹介させて頂きます
平成30年3月16日〜平成31年2月28日

事　　業　　所　　名 事業主名 事業内容 所属支部名
１ キャットクリニック 岩隈みぎわ 獣医師 蒲　生
２ 的羽工務店 的羽　孝浩 建築大工 蒲　生
３ 特定非営利活動法人　七彩 清水　淳子 通所介護事業 蒲　生
４ たこ焼き　たかちゃん 川邉　敬子 たこやき販売 蒲　生
５ 田中大雄税理士事務所 田中　大雄 税理士 蒲　生
６ 蒲生野そろばん&知育楽習スクール 釜谷喜代子 そろばん教室・学習塾 蒲　生
７ ㈱エコ損保 佐々木和彦 保険代理店 蒲　生
８ ホルモン　チエちゃん 阿波　星時 飲食業 蒲　生
９ サンキョービルド㈱ 川中　孝雄 建設業 蒲　生
10 まつい工芸 松居　朱寿 建築大工 蒲　生
11 ㈱ハウス・プラン 平野　英夫 遺品整理 蒲　生
12 うをまつ 大藏　和彦 飲食業 永源寺
13 スギサワ空設 杉澤　良太 空調設備 永源寺
14 Peace　Garden 山本　　篤 造園業 永源寺
15 ワイルドキッチン　石窯パン工房 堀内　　悟 パン製造 永源寺
16 FLAVOR 古谷　　淳 美容業 永源寺
17 水野　知史 林　業 永源寺
18 お食事処　万葉香 尾仲　直子 飲食業 永源寺
19 芝　　功一 林　業 永源寺
20 麺庭　寺田屋 寺田　智之 飲食業 永源寺
21 Burn　Freely 出路　ゆか アウトドア用品小売 五個荘
22 lounge　GRACE 小森穂の香 飲食業 五個荘
23 BLUE　ROSE 村川　憲司 飲食業 五個荘
24 ヒライチ工業 平井　一樹 建設業(足場工） 五個荘
25 中村内装 中村　裕也 内装業 五個荘
26 Photo&kitchen　みみみ 前田　清美 写真館・喫茶店 能登川
27 司法書士・行政書士　信田事務所 信田　朋希 司法書士・行政書士 能登川
28 福村林業 福村　二男 林　業 能登川
29 小林　政男 林　業 能登川
30 ㈲ハンズ 梅村　和夫 土木・建築設計 能登川
31 Apple　Queen 秋山佑果梨 美容業 能登川
32 伊庭住建 小田　慎也 建築大工 能登川
33 桜正建築 長﨑　正展 建築大工 能登川
34 L'ABEILLE　Atelier　CHIHIRO 萩原　千尋 チョークアート教室・制作 能登川
35 next　SKY 木村　浩史 ドローン事業 能登川
36 クマザキ商会 熊﨑　将太 造園業 能登川
37 加藤誠一行政書士事務所 加藤　誠一 行政書士 能登川
38 旭ケアタクシー 宇納　秀之 介護タクシー 能登川
39 河邑　良幸 農　業 愛　東
40 eN 村山　伸幸 飲食業 愛　東
41 あいとう松田農園 松田美恵子 多肉植物等生産販売 愛　東
42 大翔林建 植田　義輝 造園業 愛　東
43 匠健 林　　健治 建築大工 湖　東
44 田中興業 田中　那央 建設業 湖　東
45 ㈱日本技商 奥村　宗敏 製造業 湖　東
46 STILLER　DOCK 澤村　一範 自動車整備 湖　東
47 87farm 増田　健多 食用花生産加工 湖　東
48 いぬと肴 寺嶋　伊織 飲食業 湖　東
49 酒処　ほたる 菊地　朱美 飲食業 湖　東



部会報告及び活動報告

商業部会
部会長　日根野　亮一

建設業部会
部会長　村林　則夫

来年度事業に向けて
　建設業部会の平成30年度事業は、11月の研修会で終
了し、新年度に向け事業の検討を行っているところです。
新年度総会は、４月24日（水）にクレフィール湖東で開催
します。５月には年号も変わりますので、部会としても、
新たな気持ちで事業に取り組んで行きたいと思います。

工業部会
部会長　岡田　喜吉

講演会及び交流会

と　き　平成31年１月21日（月）
ところ　クレフィール湖東

　工業部会では、田畑ハートフルコンサルティング代表
で中小企業診断士の田畑一佳氏をお招きし、「ものづくり
補助金申請書作成の肝を押さえて、補助金申請にチャレ
ンジしよう」というテーマで、“受かる申請書の作成”につ
いて講演会を開催しました。各事業所が依然として厳し
い現況の中で、「新規性」をキーワードにすることで、受給
の確率がアップするということを教示していただき、参
加者は熱心にメモを取り、聞き入っていました。
　また、「加点事由となる記
載はどのような内容か」、
「記載すべき各数値の積算
根拠」等についても学ぶこ
とができ、大変有意義な講
演会となりました。その後
の交流会では講師も参加さ
れ、講演会の延長で質問さ
れる方もあり和やかなうち
に終了しました。

サービス業部会
部会長　山本　直彦

講演会及び交流会

と　き　平成31年1月25日（金）
ところ　八日市ロイヤルホテル

　サービス業部会では、講師に部会員でもあり元奥永源
寺地区の地域おこし協力隊、現在は株式会社みんなの奥
永源寺 代表取締役 前川真司氏をお招きし、地域資源を
生かしながら「人・モノ・資金」が活発に循環する経済社会
づくりに貢献できる取組みの実例として、『奥永源寺地域
から見る「地方創生」と「東近江ブランド」の可能性』と題
して講演会を開催しました。
　東近江市の花「ムラサキ」を活用したオーガニックコス
メの開発など、ご自身の実体験をもとにした話しは参加
者の皆さんを惹きつけ、その後の交流会まで大盛況に終
えることができました。

消費税対策セミナー＆部会員交流会

と　き　平成31年１月30日（水）
ところ　永源寺温泉　八風の湯

　商業部会では、井上立子税理士を講師に迎え「消費税対
策セミナー」を開催しました。参加者は、今年１０月から
実施される消費税率改正に備え、特に自らの事業に直接
関係のある軽減税率制度の基礎として、消費税率１０％
と８％の適用区分などを、Q&A形式により個々の取引き
に照らし合わせながら、講師の話を興味深く聞かれてい
ました。微妙な解釈により税率を見極めなければなりま
せんので、難しさと煩雑さを感じられたのではないで
しょうか。
　研修会終了後の部会員交流会では、初めて参加された
部会員もあり、情報交換と親睦が深められ、次年度事業へ
の提案がされるなど有意義な交流会となりました。

4月25日（木）17:30～ 鮒清部会総会案内

4月24日（水）17:00～ クレフィール湖東部会総会案内

4月12日（金）17:30～ 八日市ロイヤルホテル部会総会案内 4月22日（月）18:00～ クレフィール湖東部会総会案内

『２年間を振り返って』
　一昨年の役員改選から早２年の歳月が過ぎました。当初、
役員のみんなが途方にくれたことも今や過去。「おもてなし
交流事業」の実績も喜ばしいぐらいの成果が上がり、他府県
から多くの女性部員が東近江市に足を運んでくださいまし
た。また、女性部員自らが出演し、地域を紹介した観光ＰＲ用
動画をＹｏｕＴｕｂｅにアップし、幅広い情報発信を行うこ
ともできました。このことは、役員のみなさんや部員のみな
さんが一丸となって取り組めたからです。皆様のご理解・ご
協力の賜ものだと深く感謝を申し上げます。今後もスキルアップをしながら持続していきたいと考えています。今年
は、平成３０年間の歴史に幕を閉じるという最後の年です。新たな年号の幕開けとともに商工会女性部もさらに飛躍
したいと思います。

東近江市商工会青年部 部長　西村　高明

東近江市商工会女性部 部長　植田　すえ子

部会報告及び活動報告

部員総会案内 ４月9日（火）10:30～ 八日市ロイヤルホテル

部員総会案内 ４月17日（水）18:00～ 八日市ロイヤルホテル

県外研修において「松阪北部商工会青年部」と交流
　去る２月３日（日）・４日（月）にかけて、三重方面への
県外研修を実施しました。三重県の松阪北部商工会を訪問
し、現地の青年部員との交流会を行いました。松阪北部商
工会青年部は、赤レンジャイの暖簾分けを行っており、当
会青年部と同様に地域見守り隊商工戦隊赤レンジャイ活動
をされています。同様の事業を実施する青年部ですが、地
域が変われば、活動内容も変わり、今回お互いの事業報告
を行い、意見交換をすることで、良い刺激をもらうことができ、今後の
青年部活動や地域見守り隊活動においても、参考になることが多々あり、
有意義な意見交換会をすることができました。
　２日間に亘る研修成果を今後の青年部活動に活かしてゆきます。

　未来創造事業研修会において、西村
部長は長年に亘り青年部役員として貢
献されましたので、その功績を称え感
謝状が授与されました。

＊県商工会女性部連合会の平成３０年度女性
部会報コンテストにおいて、広報「紫草」が
第１位になりました。
　部員はじめ広報委員の皆さまありがとうご
ざいました。次年度もさらにパワーアップ
していきたいと思います。
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部員総会案内 ４月17日（水）18:00～ 八日市ロイヤルホテル

県外研修において「松阪北部商工会青年部」と交流
　去る２月３日（日）・４日（月）にかけて、三重方面への
県外研修を実施しました。三重県の松阪北部商工会を訪問
し、現地の青年部員との交流会を行いました。松阪北部商
工会青年部は、赤レンジャイの暖簾分けを行っており、当
会青年部と同様に地域見守り隊商工戦隊赤レンジャイ活動
をされています。同様の事業を実施する青年部ですが、地
域が変われば、活動内容も変わり、今回お互いの事業報告
を行い、意見交換をすることで、良い刺激をもらうことができ、今後の
青年部活動や地域見守り隊活動においても、参考になることが多々あり、
有意義な意見交換会をすることができました。
　２日間に亘る研修成果を今後の青年部活動に活かしてゆきます。

　未来創造事業研修会において、西村
部長は長年に亘り青年部役員として貢
献されましたので、その功績を称え感
謝状が授与されました。

＊県商工会女性部連合会の平成３０年度女性
部会報コンテストにおいて、広報「紫草」が
第１位になりました。
　部員はじめ広報委員の皆さまありがとうご
ざいました。次年度もさらにパワーアップ
していきたいと思います。

5



お知らせコーナー
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お問合せ・資料請求は東近江市商工会まで

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、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・商談会は下記のとおりです。

展示・商談会（H30年度） 場　　所 日　　程 出展者数 商談数
東京ギフトショー2019春 東京ビッグサイト 2月12日（火）~15日（金） 2 239件

東京ギフトショー2019ライフデザイン 東京ビッグサイト 2月12日（火）~15日（金） 1 20件
アグリフードEXPO大阪2019 ATCホール 2月20日（水）~21日（木） 4 327件
シーフードショー大阪2019 ATCホール 2月20日（水）~21日（木） 1 33件

東京ギフトショー2019　春&ライフデザイン

アグリフードExpo大阪2019&シーフードショー大阪2019
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効力発生日:平成30年10月1日

地域別最低賃金の件名 最低賃金（時間額）
滋賀県最低賃金 839円

☆�最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手
当や賞与、結婚手当等臨時に支払われる賃金は含まれません。

効力発生日:平成30年12月29日

特定（産業別）
最低賃金の件名

最低賃金
(時間額)

適用業種
（日本標準産業分類平成25年10月改定）※1 各産業別の適用除外労働者　※2

滋賀県ガラス・同製品、セメ
ント・同製品、衛生陶器、炭
素・黒鉛製品、炭素繊維製
造業最低賃金

905円 ガラス・同製品製造業、セメント・同製品製造業（生コンクリート
製造業及びコンクリート製品製造業を除く）、衛生陶器製造業、
炭素・黒鉛製品製造業、炭素繊維製造業

☆雇入れ後3月未満の者であって、
　技能習得中のもの

滋賀県はん用機械器具、生
産用機械器具、業務用機械
器具製造業最低賃金 910円

はん用機械器具製造業、農業用機械製造業（農業用器具を除
く）のうちの農業用トラクタ製造業、建設機械・鉱山機械製造業
（建設用ショベルトラック製造業を除く）、繊維機械製造業、生
活関連産業用機械製造業、基礎素材産業用機械製造業、金属加
工機械製造業、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製
造業、その他の生産用機械・同部分品製造業、事務用機械器具
製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業

☆雇入れ後6月未満の者であって、
　技能習得中のもの

滋賀県計量器・測定器・分
析機器・試験機、光学機械
器具・レンズ、電子部品・デ
バイス・電子回路、電気機
械器具、情報通信機械器具
製造業最低賃金

894円

体積計製造業、はかり製造業、圧力計・流量計・液面計等製造業、精密測定器製
造業、分析機器製造業、試験機製造業、その他の計量器・測定器・分析機器・試験
機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、光学機械器具・レンズ製造業、電子デ
バイス製造業、電子部品製造業、記録メディア製造業、電子回路製造業、ユニット
部品製造業、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業、発電用・送電用・配
電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業、民生用電気機械器具製
造業、電球・電気照明器具製造業、電子応用装置製造業、通信機械器具・同関連
機械器具製造業、映像・音響機械器具製造業、電子計算機・同附属装置製造業

☆�雇入れ後6月未満の者であって、技能習
得中のもの
☆�手作業による刻印、包装又は選別の業
務に主として従事する者

☆�部品の組立ての業務のうち、卓上で行
う軽易な組線、巻線、かしめ又は取付け
の業務に主として従事する者

滋賀県自動車・同附属品製
造業最低賃金 914円 自動車・同附属品製造業

☆�雇入れ後6月未満の者であって、技能習
得中のもの
☆�卓上で行う軽易な部品の組立て、刻印、
選別、包装又はバリ取りの業務に主とし
て従事する者
☆�手作業又は手工具若しくは小型機械を
用いて行うシートベルトのウェビングの
溶断又は縫製の業務（これらの業務のう
ち、流れ作業の中で行う業務を除く。）

滋賀県各種商品小売業最
低賃金［百貨店、総合スー
パーマーケットなど］ 840円 ※�各種商品小売業とは「衣、食、住にわたる各種の商品を一括し

て一事業所で小売する事業所」が該当します。
☆�雇入れ後3月未満の者であって、技能習
得中のもの

※1　�適用業種には、上記の産業において「管
理,補助的経済活動を行う事業所」及び
「純粋持株会社」を含みます。

※2　次に掲げる労働者は特定（産業別）最低賃金の適用が除外され、滋賀県最低賃金が適用されます。
　　（1）18歳未満又は65歳以上の者
　　（2）清掃又は片付けの業務に主として従事する者
　　（3）各産業別の適用除外労働者

滋賀県の最低賃金
滋 賀 労 働 局

詳細については、次へお問い合わせください
滋賀労働局賃金室� ℡077ー522ー6654
大津労働基準監督署� ℡077ー522ー6616
彦根労働基準監督署� ℡0749ー22ー0654
東近江労働基準監督署� ℡0748ー22ー0394

チェックしなくちゃ。最低賃金

ふるさと納税制度とは　「ふるさと納税で日本を元気に!」
地方で生まれ育ち都会に出てきた方には、誰でもふるさとへ恩返ししたい想い
があるのではないでしょうか。
育ててくれた、支えてくれた、一人前にしてくれた、ふるさとへ。
都会で暮らすようになり、仕事に就き、納税し始めると、住んでいる自治体に納
税することになります。税制を通じてふるさとへ貢献する仕組みができないか。
そのような想いのもと、「ふるさと納税」は導入されました。
ふるさと納税には三つの大きな意義があります。

・�第一に、納税者が寄附先を選択する制度であり、選択するからこ
そ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度であること。
　�それは、税に対する意識が高まり、納税の大切さを自分ごととし
てとらえる貴重な機会になります。
・�第二に、生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域に、これか
ら応援したい地域へも力になれる制度であること。
　それは、人を育て、自然を守る、地方の環境を育む支援になります。
・�第三に、自治体が国民に取組をアピールすることでふるさと納税
を呼びかけ、自治体間の競争が進むこと。
　�それは、選んでもらうに相応しい、地域のあり方をあらためて考
えるきっかけへとつながります。

さらに、納税者と自治体が、お互いの成長を高める新しい関係を築いていくこと。
自治体は納税者の「志」に応えられる施策の向上を。一方で、納税者は地方行
政への関心と参加意識を高める。いわば、自治体と納税者の両者が共に高め合
う関係です。一人ひとりの貢献が地方を変え、そしてより良い未来をつくる。
全国の様々な地域に活力が生まれることを期待しています。

東近江市のふるさと寄附取扱業者に
登録しましょう。

　
ふるさと寄附取扱業者の要件
1　�ふるさと寄附取扱業者（以下「事業者」とい
う。）は、ふるさと寄附の趣旨を理解し、返礼品
を通じて当市の特産品や産業を積極的にPRし、
地域経済の活性化と好循環に努めるものとする。

2　�事業者は、市内で農業、林業、漁業、製造業、卸
売業、小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関
連サービス業、娯楽業、複合サービス事業を営む
者で、地元特産品やサービス等を商品として継続
的に提供できるものとする。

　　<考え方>・産業分類表に基づく業種
　　　　　　　・必要に応じて業種の見直しは必要
　　　　　　　・�注文に対する供給体制が確保できて

いること。
3　�事業者は、次の各項に規定する要件を満たすもの
とする。

　　(1)�事業所について
　　　次のいずれの要件も満たすこと。
　　ア　�東近江市内に返礼品の生産又は製造拠点があ

ること。
　　イ　�東近江市内で返礼品を生産又は製造、販売等

の事業の実態があり、かつ、品質管理等を確
実に当該業者が行うことができること。



※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。

　今年は暖冬とは言え寒い冬から春になり、日差しの明るさが心地よい季節となりました。

　月日の経つのはあっという間ですね。今年５月には元号が平成から新しい元号に変わり、１０月には消費税

が１０％になるなど変革の年ですね。これからも東近江市商工会広報委員会は、会員の皆様に明るい話題が

お届けできるよう努めていきます。（Ｙ．Ｓ）

編 集 後 記

問　　題　夏の夜のインベントとして定着した当会湖東支部の見事なイル
ミネーション「コトナリエ」が○○○公園で開催されます。さ
て、この公園の名前は何というのでしょうか？

　　　　　（ヒント：春に空高く美しい声で鳴く鳥です。）

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　2019年6月28日（金）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25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。

北向岩屋十一面観音猪子山頂上にお祀りされている観音様の名前は？

東近江（蒲生）で一息休憩するなら

喫茶明歌音
あ 　 か 　 ね

おいしいコーヒーからお腹いっぱいに
なるランチ、甘～い手作りスイーツを
ご用意しております。蒲生で休憩する
なら喫茶明歌音へどうぞ！
住　　所：東近江市市子川原町461番地１
　　　　　東近江市立あかね文化センター内
Ｔ Ｅ Ｌ：0748-55-0207（内線）
営業時間：10：00～16：00
定 休 日：月曜日

蒲生支部

ホームヘルパー経験のある美容師が作った
貸切でバリアフリーの広々した美容室です。
こんな方に最適
◎美容室は緊張する　◎マンツーマンが良い
◎段があったら入れない　◎他のお客さんの目が気になる
近江鉄道の見えるお店。 子供さんにも好評です♫
また訪問美容も随時承っております。
住　　所：東近江市糠塚町903
Ｔ Ｅ Ｌ：090-5648-3832
定 休 日：毎週水曜日
営業時間：9：00～18：00　（完全予約制）

HPを
ご覧ください

ユニバーサル　 ヘアサロン
美容所 くるみ

五個荘支部

道の駅

東近江市あいとうマーガレットステーション

東近江市妹町184－1（国道307号線沿い） 
TEL 0749 -46 -1110
田 園 生 活 館… ９：00 ～17：30
あいとう直売館… ９：00 ～17：00
Ｒ ａ ｐ ｔ ｙ…１０：00 ～16：30 公式HP

愛東支部

健康茶として人気上昇中の桑や明日葉を
農薬不使用で栽培しています。
美味しさにこだわった健康茶を
ぜひ一度お試しください

(有 ) 永源寺マルベリー
住所：東近江市永源寺高野町201
電話：0748ー27ー0772
ＨＰ：https://eigenji-mulberry.com/
商工会商品券は、自社店舗でご利用いただけます。

奥永源寺道の駅、
愛東マーガレット
ステーション、
自社HPなどで
販売しています

永源寺支部

Patisserie Le Creve 
パティスリー　ル・クレーヴ

洋生菓子、焼き菓子、ギフトの店舗販売
オーダーメイドのバースデーケーキ、ウェディングケーキ
ホテル、カフェ、レストラン向けの菓子卸売・配達

バースデーケーキ、ギフト、
ウェディングケーキのご注文につきましては
水曜日を除く全ての曜日で承ります。

住　　所：東近江市今町453-2
Ｔ Ｅ Ｌ：0748-56-1160
営業時間：日曜日　10時～19時
　　　　　月曜日　10時～19時
　　　　　第1＆第3土曜日
　　　　　　　　　11時～18時

能登川支部

Ange Nail アンジェネイル

アットホームな雰囲気で　隠れ家的ネイルサロンです
シンプル〜派手系までを得意とするネイリストと
ゆったりと楽しい時間を過ごし指先に輝きを与えませんか

ネイルが初めてという方も
　　　　お気軽にお待ちしています

住　　所　東近江市勝堂町981
電　　話　090-3358-5390
営業時間　10：00～20：00（完全予約制）
H　　 P   http//www.angenail0731.net

湖東支部

事業所紹介コーナー


