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初雪の彦根城 写真 : 彦根写真連盟会長 中村 一雄氏
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2015 年 1 月 1 日発行（毎月1日発行）

新年 あけまして
おめでとうございます

大容量のトランクや安全装備など、ビジネスカーに求められる価値を注ぎ込む。

1,950,000円〜
彦根商工会議所 会頭 小出 英樹

年頭のごあいさつ

〒522-0086 彦根市後三条町475-4 〒523-0816 近江八幡市西庄町971-1
TEL（0749）
22-2133・FAX（0749）26-2041 TEL（0748）33-3578・FAX（0748）33-3357

向で挑戦的な議論を進めていただいて 関係づくりを意識して構築しようと思

スピーディーなチャレンジを

おり︑﹁地方創生﹂の提案の基礎にした っています︒

会報﹁不易流行﹂に途中経過や進行

化に関して従来以上に変化と革新が必

今年は︑
まちづくりや地域経済活性

の継続が確定され︑
地域経済団体であ 感を持って参加をお願いします︒

要な年になると思います︒深い議論を
尽くし︑
合意形成を行い︑
明確な目標を
立て実践していくことが大事です︒更

連携・提携の必要性

本年も会員の皆さまのご意見をお聞

それらのチャレンジをスピード豊か
経済活性化を考える中で︑
近隣地域 に︑

れ︑
昨年より近隣の商工会議所や商工 ます︒素晴らしい多くの可能性を有す
調査研
会との連絡会議を複数回開催していま る我が地域を創生するために︑
実践を集中して行うつ
す︒観光開発や農商工連携など協働す 究と計画立案︑

最後になりましたが︑
本年も会員の

い﹂︵ビル・ゲイツ氏の言葉︶

敗への恐れよりも︑
強くなければいけな

﹁成功したければ︑
成功への願いが︑
失

れません﹂︵稲盛和夫氏の言葉︶

なことは︑
いつまでたってもやり遂げら

判断してしまっては︑
新しいことや困難

と︒現在の能力で︑
できる︑
できないを

﹁可能性とはつまり﹃未来能力﹄のこ

ることで︑
相互のメリットが生まれる実 もりです︒

また︑
市内にある４大学に対しても︑

さらに︑
彦根市︑
滋賀県︑
国などの行
政体との協力関係と情報交換にも力を

これらの連携及び提携は︑
地域をダ

皆さまの事
昨秋に始動し︑
中心市街地活性化法に 業のひとつとして考えています︒いわゆ お願いいたしますとともに︑

より一層のご支援ご協力を
す︒さらに﹁まちづくり会社準備室﹂も イナミックに動かす要因であり︑
重点事 皆さまには︑

性化に繋げることを目的としておりま

根の独自性を活かし長期的な経済活 開を進めます︒

発﹂﹁集客戦略推進﹂の両委員会は︑
彦 とのパイプづくりでお役に立つような展

昨年立ち上げた﹁ひこねブランド開 入れ︑
強固な関係を築き︑
会員事業所

の鍵となります︒

案し︑
実行できるかが地方都市活性化

迅速かつ具体的にストーリーを描き︑
提 効果的な仕組みを考えています︒

対応した政策です︒このテーマに対して 従来型の提携から一歩進め︑
双方により

ります︒都市間格差の拡大と人口減に

政府が取り組む﹁地方創生﹂となってお います︒

全ての都市で︑
今年のメインテーマは 現可能な具体的事業について検討して

彦根からの﹁地方創生﹂

ご協力をよろしくお願いいたします︒

目指したいと考えております︒ご支援 と共に︑
広域での協働事業も視野に入 に進めなければ効果が現れないと思い

きしながら︑﹁選ばれる地域﹂づくりを

くことが重要だと思います︒

る彦根商工会議所も真摯に対応してい

選挙でした︒これで今年もアベノミクス 意見をお寄せください︒是非︑
ワクワク

したが︑
ピリオドとなったのは年末の総 状況を掲載いたしますので︑
皆さまのご

どが新聞紙面を騒がせた２０１４年で

消費税の増税︑
円安株高︑
原油安な いと考えています︒

新年明けまして
おめでとうございます︒

滋賀湖東

2,252,572円〜
1,681,714円〜

八幡東店
彦根東店
﹂の双方にプラスになる 業の発展とご多幸をお祈りします︒
対応してまいります︒いずれも未来志 る﹁ Win-Win
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平成

年 日商会頭年頭所感
日本商工会議所

まなければならない課題に直面している

三村 明夫

をメリットにつなげられるように知恵を絞
ことから︑
その解決の方向性を提示するこ

会頭

らなくてはなりません︒いくつかの中小企

られているのです︒
日本は︑
ＧＤＰに占める輸出比率が２０
とでした︒

プは大きく改善されました︒
マインド転換局面にある今こそ︑
資本蓄
業が︑
生産拠点を海外から日本に戻した︑
選択する未来委員会で提言した﹁ 年

１２年実績で ・４％と︑
先進国では９・
９％の米国に次いで低い国です︒
ＧＤＰの
あるいは戻す計画だという話も聞いてお

積︑
労働力︑
トータル生産性の３要素を向
上させ︑
中長期的な経済成長を確実なも
後に１億人程度の安定した人口構造を保

日本商工会議所の会頭に就任して︑
２
ります︒もちろん︑
そのための環境整備と

６割を占める個人消費が日本の成長をけ
持すること﹂が︑
政府の﹁骨太の方針﹂
に盛

のにしなければなりません︒やるべき課題

り込まれました︒その実現のためには︑
少

回目の新年を迎えました︒就任以来︑
被

結︑
法人税の減税なども急務ですので︑
政

は既に明らかですので︑
本年は︑
官民とも
して︑
ＴＰＰの締 結︑
主 要 国とのＥＰＡ締

に覚悟をもって︑
その解決に向けて実行・
長してきた国なのです︒

災地も含めた各地の商工会議所︑
女性会︑
ん引︑
つまり日本はこれまで内需主導で成

青年部︑
会員各企業等︑
多くの関係者と
子化対策支出の倍増︑
生産性の飛躍的向

して苦しむ中小企業を目の当たりにしま

ている地域や︑
円安がコストアップに直結

人口減などにより存立の危機に直面し

効率化は待ったなしであり︑
成長戦略は論

いと思います︒社会保障給付の重点化・

明るい未来への確かな道筋を示して欲し

きない痛みを伴う政策を断行し︑
日本の

政府には︑
安定政権でなければ実行で

す︒現状︑
売上高輸出比率が２％台の中

外需を積極的に取り入れることが必要で

望めず︑
企業の成長のためにはどうしても

をしても︑
せいぜい１〜２％程度と多くを

ると︑
内需の伸びは︑
ありとあらゆる努力

方疲弊の深刻化﹂
です︒

減と超高齢化の加速化﹂
︑
もう一つは﹁地

課題にも直面しています︒
一つは︑﹁人口急

ことが急がれますが︑
二つの大きな構造的

ら脱却し︑
成長に向けた施策を実行する

このように我が国は︑
デフレマインドか

推進していただきたいと思います︒

重要な取り組みですので︑
是非積極的に

ベントなども直接的な効果の期待できる

地の商工会議所が取り組んでいる婚活イ

る対策を総動員する必要があります︒各

上︑
男性の働き方改革など︑
ありとあらゆ

しかし︑
今後の人口減少トレンドを考え
府等に積極的に働きかけてまいります︒

断行するときです︒

した︒同時に︑
明確な将来ビジョンを描き
小企業も︑ ％程度の大企業も︑
さらなる

ョンに果敢に挑戦し成功している中小企
国際的な立地競争力の強化︑
低廉で安定

の規制改革によるイノベーションの喚起︑

られます︒

需要等を積極的に捉えていくことが求め

グローバル化の余地は大であり︑
新興国の
された﹁選択する未来﹂委員会の委員長
として︑ 年後の日本の未来像と２０２０

ろ 年に亘る少子化︑ 年に及ぶデフレが

地方創生は大変困難な課題です︒何し

ずる段階は過ぎ︑
実行あるのみです︒
一層

業にも接することができ︑
強い感銘を受け
したエネルギーの確保︑
人口減少の歯止め

私は︑
経済財政諮問会議のもとに設置

活力を生み出している地域や︑
イノベーシ

ました︒いずれの場面においても︑
商工会
年までに取り組むべき課題をまとめ︑
昨年

地方の疲弊をもたらしたわけで︑
簡単に
解決できるものではありません︒地方には︑

分に活用しきれていない資源があります︒

海外現地生産という選択肢もあります

こうした資源を如何にうまく地域の活性

と地方創生などの山積する諸課題に対す

本報告の第一の目的は危機感の共有で

化に結び付けていくか︑
そしてそれを如何

観光︑
農林水産業︑
地方大学など︑
まだ十

す︒政府︑
地方自治体︑
民間企業︑
大学等

に若者の働く場につなげていくかが創生

議所が地域の大きな期待に応えるべく︑
積
月に報告書を公表しました︒

ながら︑
国内設備投資により供給能力を

直面する人口急減︑
地方消滅の危機感を

の学術機関︑
市民など︑
あらゆる関係者が

が︑
我が国の人的資源や技術力の高さと

高め︑
輸出競争力を強化することも重要

る適切な政策が︑
間断なく実行されるこ

我々民間企業は︑
デフレマインドからの

な戦略です︒円安は︑
中小企業にとっては

極果敢にリーダーシップを発揮しており︑

わが国経済は︑
多くの経済指標が改善
転換をチャンスと捉え︑
リスクをとりなが

いった強みに加え︑
円安メリットも活かし

20

ら事業展開し︑
事業収益を次の設備投資

とを期待します︒

30

道をたどっており︑ 年続いたデフレを脱

その任務の大切さを実感いたしました︒

50

を示すなど︑
全体としては明らかに回復の

11

14

を重ねてきました︒

意見を交換し︑
数多くの課題について議論

申しあげます︒

平成 年の新春を迎え︑
謹んでお慶び

明けましておめでとうございます︒

27

活性化により︑
需要が増加し︑
需給ギャッ

規模な金融緩和︑
財政支出︑
民間活動の

質は需要創造政策だったと思います︒大

却しつつあります︒私は︑
アベノミクスの本

に転換し︑
積極的に行動することが求め

これまでの貯蓄主体から本来の投資主体

経済の好循環を実現する原動力として︑

や賃金増に結び付けなければなりません︒

ると覚悟せざるを得ません︒何とか円安

しながら︑
現在の円安はしばらく定着す

しろ原材料コスト増につながります︒しか

恩恵をフルに享受できるものではなく︑
む

えられるはずです︒５１４商工会議所の

のためには︑
我々は未来ではなく今取り組

る日本の未来は選択することができる︑
そ

ことを提言しました︒第二は︑
希望の持て

共有化し︑
一体的な取り組みを推進すべき

ります︒日本の新たな再出発に向けて︑
大

全国約１８００の市区町村には１８００

課題であります︒

取り組んでいる﹁地域の再生﹂と直結する

の鍵です︒まさに︑
商工会議所が重点的に

あるのみ﹂を合言葉に︑
前に向かって動き

一日も早い本格復興に向けて︑
現地が必要

信を持ち︑
中小・小規模企業の活力強化

出しましょう︒皆さまの一層のご支援とご

ても︑
各会議所が強いリーダーシップを発

や地域再生に積極果敢に邁進すれば︑
地

協力を心からお願い申しあげます︒

の処方箋があるはずです︒地方創生は︑
そ

などへ提言してまいります︒

域から日本の底力を上げる大きな原動力

いなる気概と自信と明るさを持ち︑﹁実行

また︑
震災復興の加速化に向けては︑
全
我々商工会議所が︑
自治体の首長や地

となります︒

ネットワーク力など自らの強みに改めて自

出す︑
すなわち当該地方の主体性︑
創意と
国５１４商工会議所の絆をもとに実施し
域住民などあらゆる関係者とともに危機

としている施策を丁寧に取りまとめ︑
政府

熱意なくして成しえません︒それゆえに︑

感を共有化した上で︑
知恵を絞り︑
実行す

揮していただきたいと思います︒

中立的な立場で多くの関係者をまとめ上
ジェクト﹂や﹁販路回復・拡大﹂などの活

ている﹁遊休機械無償マッチング支援プロ

本年は戦後 年という節目の年でもあ

げる強みを持つ商工会議所への期待は非

取締役 藤田 敦子

地域のために
一致団結

思いから︑ 月３日の井伊直政公顕彰

青年部会長
お花屋さんリーフ 代表 鳥越 清和

新 年あけましておめでとうござい

“

ても受けられない社会や政治への怒

凛とした叫びには︑
教育を受けたく

ます︒日々を送るなかで︑誰でも楽

４つの活 動 指 針を大 切にして参り

元 気が未 来を築く をモットーに︑

部 会 員の皆 様 方におかれましては︑ れ︑
昨年は青年部会員が一致団結でき

より厚く御礼申し上げます︒また青年

様方の温かいご理解︑
ご協力を賜り心

平素は︑
青年部活動に対しまして皆

また︑
全国城サミット

の皆様の努力の証だと思っております︒

きました︒これもひとえに青年部会員

式にて縮小しながら開催することがで

りを感じ︑
教育の大切さを十分に心

しかったことと同じくらい悩んだ思

様々な例会や事業に対しまして日々ご

自社のため︑
地域のために︑
さらに自分

ます︒

会 員の皆 様には健やかに新 春を

していきたいと思いました︒

い出があるものです︒しかし︑
それ

尽力頂きありがとうございます︒

自身を磨き︑
青年部活動もより充実し

今 年も︑女 性 会のテーマ 女 性の

お迎えの事と心よりお慶び申し上

長浜市で開催された県商女性連

でも昨日のように今日があり︑
今日

さて︑
青年部会長を務めさせていた

ておりますが︑
何か厳しい問いかけ

折々の自然を楽しみ︑
毎日を暮らし

を痛 感しております︒私 達は四 季

直弼公をモチーフに︑大いに彦根か

時とは一味 違う人 間としての井 伊

伊 直 弼と開 国１５０年 祭﹂の開 催

２００年 祭﹂が開 催されます︒﹁井

また︑今 年は﹁井 伊 直 弼 公 生 誕

のお話に共感いたしました︒

対してプラス志向で参りましょうと

様のおかげと感謝いたしております︒ 環境・健康﹂と考え︑
自分や社会に

新 年のご挨 拶とさせていただきま

を 賜 りますようお願い申し上 げ︑

皆 様のより一層のご 指 導・ご 協 力

をご祈 念 申し上 げますとともに︑

最後に皆様方のご繁栄とご多幸

に歩んで参りたいと思います︒

広められた﹁一期一会﹂の精神を大切

いと思います︒また︑
井伊直弼公が

ニアエコノミーカレッジの締めくくりで

ております︒しかしながら︑
第２回ジュ

年部会員一同︑
とても残念だったと感じ

接近のため中止となり地域の皆様︑
青

ッジ実践販売が時季外れの大型台風が

くメッセ︑
第２回ジュニアエコノミーカレ

を賜りますようよろしくお願いいたし

これからも皆様方のご協力︑
ご指導

経済人でありたいと思っております︒

大きく羽ばたけるそんな青年部︑
青年

事業で計画しておりました第４回わー 一人一人が自分自身の可能性を信じ︑

しております︒平成 年度は︑
青年部

繁栄とご多幸をご祈念申し上げまして

ます︒最後になりましたが︑
皆様方のご

たものになればと思っております︒また︑

”

のようにも思われます︒

ら発信していくことを︑皆様ととも

風水害などがあり︑
自然の恐ろしさ

昨 年は豪 雨による土 砂 災 害︑台

暮れには日本の三人のノーベル物

26

ある実践販売は何とか開催したいとの

新年のご挨拶とさせていただきます︒

理学賞︑
何よりうれしい心躍る出来

す︒

にお手 伝いさせていただければと

今年度も︑
色々な繋がりを大切にし︑

た年だったと感じております︒

in

事でございました︒また︑十七歳の

日頃は︑
女性会事業に温かいご支

彦根も開催さ

援︑
ご協力を賜り誠にありがとうご

の視察研修における講演では︑
昔の

だいてから︑
早いもので２年が経とうと

げます︒

ざいます︒何とか任務を果たすこと

是好日﹂の気持ちで過ごしていきた

３Ｋではなく︑
今日の３Ｋを﹁観光・ のように明日があればよいと︑﹁日々

がノーベル平和賞を受賞され︑
その

少女であるマララ・ユスフザイさん

女性会会長
︵有︶
いと重菓舗

る力を発揮すれば︑
現下の危機は乗り越

常に大きくなっています︒地方創生におい

一期一会の精神

新年あけましておめでとうござい

１１

70

ができました事も︑
お一人お一人の皆

ます︒

思います︒

動を精力的に継続しなければなりません︒

の地方が自ら知恵を絞り︑
解決策を生み

20

2
不易流行
彦根商工会議所通信

3

50

13

27

誠実であり︑
誠のない企業が発展してい

た︒先ずはこれまで生かされてきた人
にして耳順う﹂の言葉

年前に戻ってこれか

ら進む人生を素直に歩んでいきたいと

生に感謝し︑﹁

思います︒今後ともみなさまのより一

どおりに︑
心は

今年︑
還暦を迎えました︒まさに人生
層のご指導を︑
よろしくお願いいたし

く験がないといいます︒まさにそこには

の折り返し地点に立ったと思っており

不易流行の原理が徹底しています︒

ます︒日々感謝の心を忘れず︑
善因善果
ます︒

未年生まれ 新年の抱負
た︒未歳生まれの方は︑
ブティックＳ．
Ｋの杉本剛郎氏︑︵株︶イズミの泉藤博
の通り︑
少しでも人様から喜んでいただ

新年あけましておめでとうございま

昭和 年生まれ
大阪ガス︵株︶滋賀東支社
滋賀地区支配人
田中 暢太佳

いと思います︒

氏︑
大阪ガス
︵株︶
滋賀東支社の田中暢太佳氏︑
長谷川林材
︵株︶
の角卓明氏︑︵株︶

す︒本年も何卒よろしくお願い申し上げ

昭和 年生まれ
長谷川林材︵株︶
代表取締役社長 角 卓明

ける種を蒔き続けるよう精進いたした

厳しい中︑
インターネット・スマートホ

年は︑
みなさまには一方ならぬお世話に

明けましておめでとうございます︒昨
と視覚・味覚に大満足の一日でした︒

鮒寿司懐石︑
造り酒屋の見学と︑
晴天のも

鶏足寺の紅葉狩︑
昼食はマキノ湖畔での

今年︑
還暦を迎えるにあたり︑
元気に旅

髪がまだ有る方なので若く見られます
くる﹂という素敵なハガキを送ってく

が・喜んで・喜び集めて・喜びにやって

また︑
以前に友より︑﹁喜べば・喜び事

理念を大切にし︑
理念を核に時流を先取

する老舗企業の共通項は︑
一つに創業の

中国は九社だといいます︒百年以上存続

社が三千社あるといいます︒
韓国はゼロ︑

今︑
日本には二百年以上続いている会

月末ですので︑
現役での会社生活は︑
残り

占めている会社での定年です︒誕生日の

に浮かんだのが︑
現在の生活の大部分を

暦を迎えました︒そういった中で真っ先

の年男︑
正に人生の大きな転機となる還

て３回目の新年となる今年は︑
５回り目

商工会議所の一員に加えていただい

日常の生活で︑
また仕事を通してふるさ

です︒
﹂料亭の女将が教えてくれました︒

﹁向こう岸に見える山が彦根の荒神山

かける旅行でもありました︒

るように︑
自分にできることは何か︑
問い

豊かな文化をこれからも永く享受でき

りません︒そして︑
こうした美しい自然︑

家族や社会に改めて感謝しなくてはな

行を楽しめることに対し︑
育ててくれた

が︑
体は正直なもので年相応に︑
あっち
れました︒些細な事にも喜び︑
感謝して
りしていることです︒二つに永続企業は
あと僅かとなりました︒たいへん感慨深

となりました︒商売柄と年の割りには頭

父の代からの服地とオーダーの店を

いきたいと思っております︒

こっちが弱ってきている事を実感する
一日一日を大切に過ごしていけますよ
社長から社員の末端までが目標に向け

さて︑
本年は未年︒６回目の当たり年

今日この頃です︒
うに︑
何卒今度とも変わらぬご支援・ご

と彦根をもう一度意識し直し︑
この地で
とっての﹁還暦﹂かもしれません︒

鞭撻を賜ります様に︑
よろしくお願い申

験し︑
生まれた年の干支に還ってきまし

明るく︑
前向きに仕事もプライベートも

継ぎ︑ 年前のオーダーから既製服への

大切にしながら創り出して行きたいと

頑張りたいと考えます︒彦根に来て２

役立つことを実現させる節目が︑
私に

私共が日々製造しているお菓子は︑
他

考えております︒今後とも皆様のご指

年目となります︒﹁地域経済の役に立つ﹂

あること︒慢心・傲慢こそ企業発展の妨

の人への様々な気持ちの表現の一助と

導を賜りますようお願い申し上げます︒

し上げまして︑
年頭の挨拶とさせて頂き

こせるのではないでしょうか︒自分の
して利用されることが多く︑
その様なお

時代の流れの中で︑
当時従来から既製服

常識は︑
他人から見れば非常識であるか
客様への感謝の気持ちを常に念頭に置

げになり︑
きつく戒めています︒四つは

もしれません︒常に固定観念を無くし
き︑
皆に喜ばれる菓子製造に全力で取り

ます︒

素直な気持ちでお客様と向き合いたい
組んでいきたいと思います︒今後共︑
皆

年生まれ
代表取締役

鈴木 則成

鈴木ヘルスケアサービス︵株︶

昭和

ていきたいと思います︒

ということを念頭に置き︑
今年も頑張っ

と思います︒同じことをお伝えしてい
様のより一層のご指導︑
ご鞭撻を賜りま

を取り扱っておられるお店には国内の

昭和 年生まれ
丸三不動産商事︵株︶
代表取締役 三須 宏一郎

るつもりでも︑
言い方次第で︑
相手の捕

う︑﹁明るい豊かなまちづくり﹂に少し

昭和 年生まれ
大和証券︵株︶彦根支店
支店長 喜多 秀一

らえ方も変わってしまいます︒この一
すようお願い申し上げます︒

でも貢献できるよう精進して参りたい

昭和 年生まれ
マルホ︵株︶彦根工場
工場長 平塚 克則

年︑
お客様に﹁任せてよかった﹂と言っ
ていただけるよう︑﹁地域になくてはな
謹んで新年のご挨拶を申し上げます︒
と思います︒

らない﹂と皆様に言っていただけるよ
本年も何卒よろしくお願い申し上げま

新年明けましておめでとうございま

発表されました︒消費税が８％に引き上

さて︑
昨年の世相を表す漢字は﹁税﹂と

新年あけましておめでとうございま

十二支にちなんだ有名な相場格言に
﹁辰

す︒本年もどうぞよろしくお願い申し

巳 天 井︑
午 し り 下 が り︑
未 辛 抱︑
申酉騒

げられたわけですが︑
私たちの介護業界

２０１５年がスタートしました︒年

新年おめでとうございます︒会員の

にとりましては︑
非常に密接な関係があ

初にぴったりな話題ということで︑﹁干

皆様におかれましては︑
良き新年をお迎

ぐ︑
戌は笑い︑
亥固まる︑
子は繁盛︑
丑は

る税であります︒毎年１兆円ずつ増加し

上げます︒

えのことと︑
お慶び申し上げます︒

つまずき︑
寅千里を走り︑
卯は跳ねる﹂

い︑
あらゆる情報が一瞬にして取得でき

新年あけましておめでとうございま

いう新たな成長を迎えます︒また︑
彦根

その格言によると︑
今年２０１５年は

保障・税一体改革が行われており︑
４月

ている社会保障費に対応するため︑
社会

らのことから︑
私たち介護業界の環境が

には介護保険制度も改正されます︒これ
緩和により株高円安となり︑ 月は原油

ベノミクス﹂効果や︑
日銀の大胆な金融
安の影響で多少不安定な状況になりま

﹁辛抱﹂
︒昨年は安倍政権の経済政策﹁ア
届けしております︒昨年３月に着任し︑

したが︑
総じて堅調な株価形成となりま

工場は︑
国内有数の医療用外用剤の生産

早いもので１年が経とうとしておりま

量を誇る工場として︑
全国に医薬品をお

すが︑
日々︑
新しい出会いに奮闘してお

歳からは年男とは他人事のように
思って過ごしてきましたが︑
いつの間に

り扱う﹁人﹂次第であり︑
常に進化し続

しれませんが︑
安心や信頼は︑
それを取

面だけで言うと大手には敵わないかも

これまで大変お世話になった方々への

ごしたいと考えています︒
しかしながら︑

活動的な残り三分の一余りの人生を過

気持ちと︑
これから益々若々しく楽しく

安全な医薬品の安定供給が我々の使命

大きな転換期を迎えていますが︑
安心・

における医療費削減の施策が本格化し︑

ります︒製薬業界は︑
医療保険制度改革

﹃
﹁辛抱﹂していれば良いこともある﹄

波及していないのも事実です︒

ります︒但し一部の業界にしか効果が

した︒また景気の方も上向いた感はあ

してまいります︒

質の高いサービスを提供するよう努力

安心と幸せを提供する会社を目指して

で自分らしく老いることができるよう︑

とも︑
私たちは皆さまが住み慣れた地域

しかしながら︑
いかなる変化があろう

ける﹁努力﹂を惜しまないことが重要で

と子どもの頃から両親に教えられ︑
これ

げます︒

更なるご指導を心からお願い申し上

であることは変わりません︒これから
以上に御恩返しの出来るこれからの

感謝の気持ちを忘れず︑
まずはこれまで

はないかと思います︒お客様が何を望

年間にしたいと考えています︒

まで生きてきたこともあり︑
特に年男で

んでいるのか︑
業種を飛び越え視点を変

あるからではないのですが︑
どんな時も

えることで商いにも新たな風を吹き起

の時代にも引き続き貢献できる仕組み

今までの商売が成り立たないのではな

か 歳にもなったんだなあと少し焦る

大きく変化すると予測されます︒

いかと考えがちですが︑
そうではないと

す︒今年もどうぞ宜しくお願い申し上げ

薬会社であり︑
今年は創業１００周年と

マルホは皮膚科学領域に特化した製

というものがあります︒

支と相場格言﹂についてご紹介します︒

す︒本年も宜しくお願いします︒

42

を地域社会とのコミュニケーションを

12

ます︒

昭和 年生まれ
︵株︶大菅製菓
代表取締役 大菅 良治

す︒今年で議員２年目を迎えさせてい
ただきます︒まだまだ︑
若輩者でござい
ますので皆様︑
何卒ご指導ご鞭撻のほど
弊社は︑
彦根市内の土地・建物の売買

よろしくお願い申し上げます︒
仲介を中心に不動産全般を取り扱う商
いを行っております︒くらしの基盤と
なるのが生活環境であり︑
仕事環境であ
り︑
そのお手伝いをさせていただきます
のが我々不動産業者であります︒イン

年をかけて干支︵暦︶をひと回り経

情報を共有していること︒三つは謙虚で

ます︒

本年も︑
どうぞよろしくお願い申し上げ

なり︑
本当にありがとうございました︒

の家族親睦旅行で︑
湖北を訪れました︒

す︒昨秋︑
青年部フェローメンズクラブ

新年あけましておめでとうございま

30

当所役員・議員で未歳生まれの方より︑
新年の抱負をご寄稿いただきまし

60 60

大菅製菓の大菅良治氏︑
丸三不動産商事︵株︶の三須宏一郎氏︑
マルホ︵株︶彦根
工場の平塚克則氏︑
鈴木ヘルスケアサービス︵株︶の鈴木則成氏︑
大和証券︵株︶

ンと時代の流れの速さを感じつつ感性

昭和 年生まれ
︵株︶イズミ
代表取締役 泉 藤博

彦根支店の喜多秀一氏の９名です︒︵掲載順は順不同︶

有名ブランドはすでに入っていました
ので︑
取引には大変苦労致しました︒た
またま直輸入・ライセンスブランドの立
ち上がりブームのもと︑
そのような隙間

謹んで新春のお慶びを申し上げます︒

昭和 年生まれ
ブティックＳ・Ｋ
代表者 杉本 剛郎
がありましたので︑
結果的にそれが店の
個性となり︑
新しい時代に合ったファッ
ションとしてオシャレな感覚のお客様
に受け入れていただき現在に至ってお
ります︒

本年もどうぞよろしくお願い申し上ま
ます︒

30

42

る時代に突入し︑
買物も安く・早く消費

ターネットやスマートホンの普及に伴

60

いものがあります︒

す︒

を研ぎ澄まし︑
健康に留意して頑張って

長引く経済不況・消費税増税・円安と

30

42

者の手元に届くようになり︑
さもすれば

42

私は考えております︒もちろんコスト

36

48
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4
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5

18

42
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副会頭
㈱昭和バルブ製作所
代表取締役

中川 哲

私達は美しい自然環境を守るた
めに、
当社のビジネス活動を通じ
て、
現在と未来の地球に貢献しま
す。

部 会 順︵ 平 成
27

年１月

常議員
㈱清水鐵工所
代表取締役

清水 克己

彦根市安清町４ １- ６
℡ ２２ ２- ５５１

常議員
松金工業㈱
代表取締役会長

松本 隆

1

日現在︶

謹んで新年のお慶びを申し上げ
ます。本年も暮らしを支える水
道バルブメーカーとして、
水への
想いをカタチにしていきます。

あけましておめでとうございます︒

会頭
㈱キントー
代表取締役会長

小出 英樹

テーブルウェアのイノベーター
として、
「モダン＆シンプル」を
デザインコンセプトとして、
世界
のマーケットに挑戦しています。

彦根市小泉町１５５ ９℡ ２２ ４- ５４５

顧問
㈱永昌堂印刷
代表取締役会長

北村 昌造

70才になりました。今年、
会社は
機械の増設、
彦根総合高等学校は
本校舎の新築と、
目標に向かって
努力して、
若さを忘れず出来ると
信じてがんばります。

彦根市小泉町３４ １- １
℡ ２２ ７- ９７１

副会頭
㈱平和堂
代表取締役社長

夏原 平和

地元彦根に３大学があり、
毎年
1,500人弱の学生が卒業してい
く。地元企業に就職して頂ける
ような魅力ある会社作りを目標
に励みたい。

彦根市金沢町１ １℡ ２５ ４- ６１１

常議員
宮部鉄工㈱
代表取締役

濵口 浩一

彦根市東沼波町１１３１
℡ ２２ ２- ００１

常議員
㈱髙木造園
代表取締役

髙木 淳一

本年も安心・安全なバルブづく
りを通して、
より快適な地域社会
の構築にお役に立てるよう、
全社
一丸で取り組んでまいります。

謹賀新年 旧年中のご愛顧心か
ら御礼申し上げます。平和堂は
これからも地域の皆様のお役に
立てるよう、
一層努力してまいり
ます。

彦根市西沼波町２３
℡ ２２ ３- ３３１

彦根商工会議所
専務理事

志賀谷 光弘

最近、
他都市の取組に学ぶことが
沢山あります。職員一人ひとり
が 5 年後、
10 年後のビジョンを
描けるよう研鑽してまいります。

彦根市小泉町３１
℡ ２３ ３- １１１

副会頭
木村水産㈱
代表取締役社長

木村 泰造

新年おめでとうございます。淡
海の事業に取り組んで 70 年余
り、
常にその食文化を追求してい
ます。

彦根市中央町３ ８℡ ２２ ４- ５５１

常議員
㈱永昌堂印刷
代表取締役社長

北村 修久

「人と緑を技（ぎじゅつ）でつな
ぐ」という使命感を持って、
心の
ゆとりと安らぎを提供すべく、
こ
れからも庭造り・街創りに取り
組んでいきます。

彦根市後三条町７２５
℡ ２２ １- ７７５

常議員
長谷川林材㈱
代表取締役社長

角 卓明

多様なメディアとコミュニケー
ションに展開した企画力・デザ
インで「売れる」販売促進ツール
を提案していきます。

彦根市長曽根南町４７８
℡ ２４ ２- ８２８

常議員
㈱イズミ
代表取締役

泉 藤博

彦根市古沢町１１ ３- １℡ ２３ ９- ０８８

常議員
㈱太陽
取締役会長

今年も感謝の気持ちを忘れず、
総
合不動産業を通して地域社会の
発展に貢献致します。

「彦根の文化と産業に、
もっと木
の良さを反映できれば・・・」そ
んな思いで今年もがんばります。
よろしくお願い申し上げます。

彦根市西沼波町２３
℡ ２２ ３- ３３１

常議員
タカタ㈱彦根製造所
︵ タ カ タ ㈱ ︶常 勤 監 査 役

森田 一夫

彦根で創業を始め82年目。今で
はシートベルトのパイオニアと
して世界の車に製品を供給。お
子様を守るチャイルドシートも
販売しております。

彦根市京町１丁目１ ４℡２３ １- ０１１

常議員
㈱永樂屋
代表取締役

宮川 孝昭

「謹賀新年」永樂屋は仏壇造りを
通じて、
地場産業の発展・地域社
会への貢献・人づくりをする事
で幸せな社会になるよう努めま
す。

彦根市彦富町１５４２
℡ ４３ ３- １１１

常議員
㈱田附工務店
代表取締役

中川 明

昨年ユネスコの無形文化遺産に
和紙が登録されました。インテ
リア材料としての和紙壁紙や襖
紙の事なら、
何なりと弊社に御用
命下さい。

彦根市芹中町４０
℡ ２２ １- ４６６

常議員
大阪ガス㈱滋賀東支社
滋賀地区支配人

田附 弘

彦根商工会議所通信

田中 暢太佳

7

伝統に裏付けられた技術をベー
スに夢を形にするのが私たちの
仕事です。
「笑顔に逢いたい」を
モットーに地域の皆様に貢献い
たします。

彦根市小泉町３４ ６℡ ２４ ３- ３００

常議員
㈱棚橋食品
代表取締役

棚橋 勝道

彦根市平田町１１２８
℡ ２３ ０- ０７７

湖国の食卓に守られて百有余年。
豆腐作り一筋、
皆様のおかげで
106 年目の春を迎えます。本年
もご贔屓に。

ガ、
スマート！ ご家庭から産業
用まで、
天然ガスで電気と熱をご
提供。省エネと省CO ２のお手伝
いとスマートな街づくりを目指
します。

彦根市平田町２５５
℡２２ ２- ４３７

常議員
谷庄建設㈱
代表取締役

谷 節雄

彦根市古沢町４９４
℡ ２２ ６- ３９６

新年あけましておめでとうござ
います。皆様のご健康とご多幸
を心よりお祈り申し上げます。

彦根市大東町１２ １- １
℡ ２２ ９- ４０１

常議員
キリンビール㈱滋賀工場
工場長

井戸田 裕二

犬上郡多賀町大字敏満寺
字犬掛１６００
℡４８ １- ２１１

新年明けましておめでとうござ
います。今年も、
一番搾り・午後
の紅茶・工場見学などで喜びを
お届けします。宜しくお願いし
ます。

不易流行
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常議員
小林製菓舗
店主
常議員
石原産業㈱
代表取締役社長

石原 成郎

彦根市西今町品井戸５５ １-

おかげさまで中国料理龍鱗は創
業36周年を迎えます。宴会のこ
となら当店にご用命下さい。中
華の神髄を手頃な価格でご賞味
頂けるよう努めております。

常議員
㈱滋賀銀行彦根支店
支店長

竹村 雅人

彦根市銀座町３ １- ０
℡ ２２ ３- １０１

常議員
滋賀中央信用金庫
理事長

沼尾 護

彦根市中央町５ ９℡ ２２ ７- ７２３

常議員
野坂税理士事務所
所長税理士

謹賀新年 本年も、
地域金融機関
として、
金融サービスの向上と地
域の活性化に努めてまいります。

昔ながらの味を守り続けて。
笑顔の中心におまんじゅうを。

℡ ３０ ０- ８００

常議員
㈱文教スタヂオ
代表取締役

一圓 泰成

彦根市佐和町６ １- ５
℡ ２２ ７- ６８１

おかげさまで本年創業65周年を
迎えます。フォトビジネスとホ
テル業共々、
変化の波を乗りこな
し、
今年も躍進を続けて参りま
す。

小林 武

彦根地区でオンリーワンのスー
パーマーケットを目指して、
鮮度
と味の良さを磨き上げていると
ころです。ご来店をお待ちして
おります。

彦根市佐和町６ ５℡ ２２ １- ０６２

常議員
㈱パリヤ
代表取締役社長

大塚 恵昭

彦根市長曽根南町４７２ ２-

常議員
彦根観光バス㈱
代表取締役

野坂 喜則

税務（法人税・所得税・消費税・
相続税）の相談・申告及び会計の
指導・代行を行います。今年で事
務所開設45周年を迎えます。

℡ ２２ ０- １４６

常議員
㈱千成亭
代表取締役社長

大西 和弥

ふれあい楽しい日本の旅！ 安全
運行を常に、
心のこもった接客
サービスを提供し、
地域に貢献で
きる健全な企業を目指します。

彦根市和田町２ １- １
℡ ２２ ３- ７５７

監事
アクアシステム㈱
代表取締役

木村 泰始

彦根市京町１丁目３ １℡ ２３ ９- １２３

議員
㈱滋賀原木
専務取締役

熊川 忠

グローバル展開も３年目。社員
一丸となって新たな元気で世界
に挑戦していきます。本年もど
うぞよろしくお願いします。

1月24日は明治天皇が初めて牛
肉を召し上られた日です。これ
を記念した牛肉食べ放題プラン
をレストラン千成亭で用意して
います。

彦根市稲里町６１９ ５℡ ４３ ５- ７１１

常議員
日本通運㈱彦根支店
支店長

薗 磯次

彦根市旭町９ ３℡ ２２ ５- ７０１

海外引越から、
事務所移転作業ま
で、
多種多様なサービスを確かな
クオリティで、
お客様のあらゆる
ニーズにお応えします。

上田 健一郎

本年は羊年。欧米では古来、
有益
な動物として重用されています。
羊に負けない様に、
なくてはなら
ない企業として励んで参ります。

彦根市平田町８０８
℡ ２６ ２- ２９９

常議員
㈲双葉荘
味覚の宿 双葉荘
代表取締役

片岡 哲司

彦根市松原町綱代口１３７７

議員
廣瀬バルブ工業㈱
代表取締役会長

廣瀬 一輝

昭和37年の創業以来、
生活の中
で生きる「木」の販売を中心に、
より良い住環境つくりを目指し、
地域に根ざした事業を展開して
います。

℡ ２２ ２- ６６７

監事
㈱田中家石材
代表取締役

田中 寿信

流体制御の新時代を拓く企業と
して躍進します。

彦根市西沼波町１７５ １℡ ２２ ４- ７７１

議員
㈱ ブリヂストン彦根工場
工場長

秋山 徳浩

彦根市高宮町２１１
℡ ２２ ８- １１１

議員
新神戸電機㈱彦根事業所
事業所長

彦根工場は操業開始後、
46年を
迎えました。引き続き関西・中京
圏のお客様の足元を支える安全・
安心なタイヤを供給してまいり
ます。

明けましておめでとうございま
す。本年は、
監事を承り２年目に
なります。少しでも会議所活動
にお役に立てるよう努力致しま
す。

彦根市安清町２ ３- ４
℡ ２３ ２- ０２０

議員
㈱ナイキ彦根工場
取締役工場長

石橋 裕幸

新春のお慶びを申し上げます。
今年も、
クリエイティブオフィス
に適した高品質のファニチャー
をご提供すべく努力してまいり
ます。

彦根市高宮町１０８ １℡ ２４ ２- ７８９

議員

フジテック ㈱ Ｂｉｇ Ｗｉｎｇ

執 行 役 員・総 務 本 部 長

宇都宮 靖雄

本社機能がある当事業所でエレ
ベータの研究開発や生産を担っ
ています。
彦根から世界に
「安全・
安心」な製品の提供に努めます。

彦根市彦富町７７３ １℡ ４３ ３- １３１

議員

㈱ＳＣＲＥＥＮホールディングス

彦根事業所
事業所長

宮原 憲治

「人と環境の未来のために」
彦根事業所では、
合成樹脂成形
品、
シート品、
電子材料、
産業用リ
チウム電池を生産しています。

彦根市宮田町５９１ １℡ ３０ ７- １１１

議員
㈱清水合金製作所
専務取締役

安藤 公人

彦根商工会議所通信

平居 敏彦
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半導体製造装置お
彦根事業所は、
よび液晶・エネルギー関連製造
装置の開発・製造を担当するス
クリーングループの主力事業所
です。

彦根市川瀬馬場町８００
℡ ２８ １- ３１１

議員
マルホ㈱彦根工場
工場長

平塚 克則

彦根市高宮町２７６３
℡ ２３ ５- ５４１

マルホは今年で創業 100 周年。
医療用外用剤の国内生産量№１
を誇りとし、
これからも安心・安
全な医薬品をお届けします。

謹賀新年 ライフラインの一翼
を担う会社として、
従業員一同ベ
クトルを合わせ努力して行く所
存です。

彦根市高宮町４８０ １℡ ２４ ８- ３００

議員
㈱ナツハラ
代表取締役

土沢 健一

犬上郡豊郷町大字八町８０３

℡ ３５ ３- ３４５

新年あけましておめでとうござ
います。皆様のご健康とご多幸
を心よりお祈り申し上げます。

彦根市東沼波町９２８
℡ ２３ ３- １３１

議員

パナソニック㈱アプライアンス社

ビューティ・リビング事業部

彦根工場 工場長

木ノ内 理博

彦根市岡町３３
℡ ２７ ０- ４２４︵代︶

昭和37年操業以来、
ウェルネス
家電をご提供しています。今後
もお客様や地域の皆様との絆を
深め、
ご満足頂ける商品創出に努
めます。

「地域の成長なくして、
当行の成
長なし」との普遍の信念のもと、
お客さまのお役に立てるように
活動を展開してまいります。

不易流行
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議員
美成産業㈱
代表取締役専務

宮脇 国雄

議員
早川工芸㈱
代表取締役社長

早川 隆士

明けましておめでとうございま
す。鮮やかな都市美を追求し、
看
板ひとすじ60余年。豊富な経験
と実績で皆様にご提案いたしま
す。

議員
㈱伊藤組
代表取締役

奥田 秀

彦根市小泉町７８ ２- １
℡ ２４ ６- ５００

議員
ヤスザワ建築設計事務所
代表

安澤 邦彦

彦根市立花町２ ２℡ ２４ ３- ３３３

議員
丸三不動産商事㈱
代表取締役社長

三須 宏一郎

建物の個々のテーマを、
自然の恵
みを大切に、
工学技術と美しさを
融合させて具現すべく、
日々誠心
誠意取り組んでおります。

本年も顧客の満足を得る最適な
商品とサービスの提供を基本に
商品開発を行って参ります。本
年もどうぞ宜しくお願い申し上
げます。

彦根市西沼波町３３ １℡ ２２ １- ４９３

議員
㈲杉本塗装
代表取締役

杉本 定幸

創業58年、
地元でずっと塗装工
事をしています。住宅やビル・ア
パート内外装を行っております
ので、
よろしくお願いいたしま
す。

彦根市後三条町１３８
℡ ２２ ０- ３７１

議員
アケボノ特機㈱
取締役会長

安井 満雄

我社は映像・音響システムをお
客様にご提案させていただきま
す。多くの実績経験を活かしお
客様に満足していただける事が
私達の目標です。

彦根市金剛寺町６８ ３℡ ２８ ０- ２５４

議員
金城測量設計㈱
代表取締役

梅本 正和

謹んで新春のご挨拶を申し上げ
ます。安心・安全・確実な不動産
取引のお手伝いなら！本年も何
卒よろしくお願い申し上げます。

彦根市芹川町５９３ １℡ ２２ ７- ９０３

議員
㈱森原工務店
代表取締役

森原 勇治

新年あけましておめでとうござ
います。皆様のご健康とご多幸
を心よりお祈り申し上げます。

彦根市大東町１３ ６丸三ビル２階
℡ ２３ ０- ３０３

議員
滋賀建設㈱
代表取締役

山脇 秀介

彦根市小泉町８６９
℡ ２２ ３- ２２８

議員
㈱天晨堂
会長

細江 正人

新年あけましておめでとうござ
います。旧年中のご芳情を厚く
お礼申し上げます。本年もよろ
しくお願い申し上げます。

新年あけましておめでとうござ
います。本年も尚一層のお引き
立てとご愛顧の程お願い申し上
げます。

彦根市正法寺町７７ ４℡ ２２ ２- ５９８

議員
大久保建設㈱
代表取締役

大久保 泰嗣

新年明けましておめでとうござ
います。本年も環境に配慮した
事業活動を推進いたします。よ
ろしくお願い申し上げます。

彦根市東沼波町７８０ １℡ ２２ ３- ４５６

議員
㈱新栄管工業
代表取締役

土居 誠

昭和33年の創業以来、
快適でさ
わやかな環境づくりに日々努力
と精進を続けております。

彦根市後三条町３２７ １℡ ２２ ２- ６０２

議員
㈱田中電機商会
代表取締役

田中 幸一

謹んで新年のご挨拶を申し上げ
ます。本年もまちの本屋として、
大型店にはないきめ細かなサー
ビスで本の楽しさをお届けいた
します。

彦根市小泉町９１９
℡ ２２ ２- ４７９

議員
一圓テクノス㈱
代表取締役

一圓 外志夫

新年あけましておめでとうござ
います。皆様のご健康とご多幸
を心よりお祈り申し上げます。

彦根市長曽根南町４３７
℡ ２４ ２- １１２

議員
トラヤ商事㈱
代表取締役社長

安居 秀泰

彦根市銀座町５ ４℡ ２２ ５- ８２１

議員
㈲銀水
代表取締役社長

1953年創業以来「ありがとうご
ざいます」をモットーにお客様
にご満足いただけるように今年
も頑張ります。

新年おめでとうございます。弊
社は２年後に創業100周年を迎
えます。より一層社会のお役に
立てる会社、
信頼される会社を目
指します。

彦根市旭町６ ２- ２
℡ ２２ ０- ５４６

議員
㈲いと重菓舗
代表取締役

藤田 武史

彦根とともに二百余年。井伊直
弼公ゆかりの銘菓「埋れ木」他、
数多くの和洋菓子の品揃えで皆
様のご来店をお待ちしておりま
す。

彦根市小泉町７８ １- ０
℡ ２２ ７- ９７４

議員
㈱中島商事
代表取締役

中島 久善

昨年はガソリンスタンドをオー
プン致しましたところ、
皆様より
御愛顧いただきありがとうござ
います。今後とも宜しくお願い
致します。

彦根市本町１丁目３ ３-７
℡ ２２ ６- ００３

議員
㈱花廣
代表取締役社長

樋口 久雄

銀水では旬の食材を取入れ、
お客
様に喜んで戴けるよう日々努力
を致しております。ご来店お待
ち申し上げます。

彦根市川瀬馬場町７３５
℡ ２５ ０- ３３４

議員
ブ テ ィ ッ ク Ｓ ．Ｋ
代表者

北川 直廣

彦根商工会議所通信

杉本 剛郎
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みなさまにご愛顧いただき今年
で創業66年目を迎えます。飛躍
の年となるよう精進してまいり
ますので、
ご指導をお願いいたし
ます。

彦根市旭町９ ５℡ ２２ ０- ９１９

議員
㈱フレーバー
代表取締役

馬場 美智子

彦根市銀座町４ １- ９
℡ ２２ ２- ８００

おかげさまで創業50余年。和洋
懐石（予約制）
、
出張パーティー、
弁当の仕出し、
味との出会い、
心
をこめたおもてなしで満足いた
だける様努めます。

直輸入・ライセンスの逸品、
有名
ブランドを取り揃えて貴女のオ
シャレのお手伝いをしておりま
す。御来店お待ち申し上げます。

彦根市錦町２ １- ６
℡ ２２ １- ５７８

議員
㈱大菅製菓
代表取締役

大菅 良治

彦根市中央町４ ３- ９
℡ ２２ ５- ７２２

彦根を代表する銘菓「三十五万
石」を中心に、
今年も真心の込っ
た手作りの味を皆様へお届けい
たします。どうぞ宜しくお願い
いたします。

彦根市銀座町２ ３- ０
℡ ２２ ６- ４３４

議員
㈱政所園
代表取締役

小椋 政昭

彦根市錦町３ １- ５
℡ ２２ ０- ７１７

あけましておめでとうございま
す。日本茶の伝統を継承しつつ、
また新たな気持ちでのぞむ所存
ですので、
よろしくお願いしま
す。

創業明治二十五年。淡海の地で
街に優しさ、
心に潤い、
そんな地
域を創造すべく日々新たなる挑
戦を続けております。
心・愛・夢
不易流行
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議員
平和観光開発㈱
彦根カントリー倶楽部
常務取締役支配人

髙尾 栄一

昨年、
皆様に支えられ30 周年を
迎えることができました。心よ
り感謝申し上げますとともに、
今後もよろしくお願い申し上げ
ます。

彦根市鳥居本町２９５８
℡ ２４ ４- １５１

議員
マンモススナックほんまる
代表者

村木 しづ

焼肉ダイニング千乃房では個体
識別番号をもった近江牛の焼肉
や創作料理がお楽しみ頂けます。
生ビールのサーバー席がご好評
いただいております。

彦根市河原２丁目４ １-８
℡ ２６ ０- ８４５

議員
㈲千乃吉ぽう
代表取締役

上田 豊弘

彦根市本町１丁目１１ ２-５

℡ ２７ ２- ９２９

交通アクセス抜群！各地から集
まるコンペなら当コースが絶対
おすすめ。企業の親睦や同窓会・
ＯＢ会のゴルフコンペにぜひご
利用下さい。

議員
㈱公益社
代表取締役

木川 英樹

私たちは、
超高齢社会で果たす役
割を自覚し、
住み慣れた地域でそ
の人らしい生活ができるよう、
安
心と幸せを提供しています。

彦根市西今町９３９
℡ ２２ ５- ０００

議員

鈴木ヘルスケアサービス ㈱

代表取締役

鈴木 則成

彦根市中央町３番８号 彦根商工会議所一階
ＴＥＬ ２２ - ４７６９

新年あけましておめでとうござ
います。
今年もより良い輸送サー
ビスの提供を目指して、
地域に根
ざした事業活動を展開してまい
ります。

彦根市後三条町３５０ ３℡ ２４ ０- ６５６

彦根市中央町３番８号 彦根商工会議所三階
ＴＥＬ ２４ - ０２８９

お陰さまで創立五十五年となり
ました。初心を忘れず、
「親切・迅
速・丁寧」を社訓として、
今年も
一年頑張ります。

議員
彦根貨物運送㈱
代表取締役社長

理事長 奥野正秋・副理事長 宮脇 徹
副理事長 矢野喜司男・専務理事 佐野将典

中川 房幸

会長 那須康人・幹事 佐谷 弘 ・会計 伊藤洋二郎

彦根市後三条町１４１
℡ ２２ ５- ９３８

ひこね繊維協同組合

議員
彦根急送㈱
代表取締役

彦根金亀ライオンズクラブ

和田 旱子

彦根市中央町３番８号 彦根商工会議所三階
ＴＥＬ ２４ - ４０２２

犬上郡多賀町中川原
石塚５３１ １℡ ２２ ２- ０３９

彦根市中央町３番８号 彦根商工会議所三階
ＴＥＬ ２４ - ２２５１

私たち公益社グループは、
「人と
人の心の結びつき」を基本に「ご
家族の想い」を一番に考えた葬
祭サービスを提供してまいりま
す。

彦根ロータリークラブ
議員
近江鉄道㈱
取締役執行役員営業部長

磯谷 淳

常に安心・安全を考え、
お客様に
満足頂けるクルマ造りを目指し
て日々頑張っています。お気軽
に当店へお立ち寄り下さい。お
待ちしています。

彦根市古沢町１８１
℡ ２２ ３- ３０１

議員
㈲猪飼モータース
代表取締役

猪飼 弘実

当社は昭和四十二年より、
地元彦
根にて営業させて頂いておりま
す。地元の皆様に安心を提供で
きる様に、
日々、
努力をしており
ます。

彦根市八坂町２０００ １℡ ２３ ３- ２８０

彦根市小泉町 160 番４号
ＴＥＬ ２３ - ２１０２

議員
㈲フジタモータース
代表取締役会長

彦根市中央町３番８号 彦根商工会議所三階
ＴＥＬ ２２ - ７５２２

皆様のご支援により、
合併５周年
を迎えさせて頂きます。皆様の
お役に立てる様に頑張りますの
で、
「何でも相談してくだサイ。
」

藤田 明男

会長 兒島裕明・幹事 杉本定幸

彦根市大藪町２０ ２- １
℡ ２３ ４- ６０８

理事長 鈴木 宗亮

㈱ 関 西 アーバン 銀行彦根支店

彦根南ロータリークラブ

議員

公益社団法人 彦根青年会議所

支店長

彦根市中央町３番８号 彦根商工会議所三階
ＴＥＬ ２３ - ２１０１

上林 英紀

彦根市大東町２-２９
ＴＥＬ ２３ - １６４６

彦根市長曽根南町４４４ ５-

会長 安居秀泰・幹事 岸本光史
℡ ２２ １- ４８０

会長 安澤 勝

彦根商工会議所通信

まごころのお料理を心やすらぐ
和の空間で。大切な方のおもて
なしから大小各種ご宴会、
ご家族
の団らんにとお気軽にご利用く
ださい。

R

彦根仏壇事業協同組合

彦根シャトーワイズメンズクラブ

議員
㈱伊勢幾
代表取締役

地域団体商標

宮川 基司

「お客様の繁栄が我々の喜び」を
経営理念に税務申告だけでなく、
各種提案業務を専門特化したス
タッフがお手伝いさせて頂きま
す。

彦根市錦町４ ２- ３
℡ ２２ ０- ０６３

議員
大辻税理士法人
代表社員税理士

大辻 正樹

彦根市平田町４１０ ６℡ ２３ ６- ４１２

議員
大和証券㈱彦根支店
支店長

「ダイワのおもてなし宣言！」
。
“笑顔” と “まごころ”、誠実な応
待、
丁寧かつわかりやすい説明、
でお客様のご来店をお待ちして
おります。

会長 西山重治・幹事 西澤捨造・会計 三久保哲夫

地域社会奉仕団体
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喜多 秀一

彦根ライオンズクラブ

彦根市佐和町６ ９℡ ２３ ２- １１１

アクサ 生 命 保 険 ㈱ 彦 根 営 業 所

議員

所長

松田 雅博

彦根市中央町３ ８- ３階
℡ ２６ ０- ９７７

彦根納税協会

公益社団法人

会長 北村 昌造
役員一同

ＴＥＬ ２２ ２
- ８３６

生命共済制度・福祉共済制度（経
営者保険）の普及推進に努め、
会
員事業所各位様の経営基盤の強
化に貢献してまいります。

近江鉄道グループは、
お客さま
に、
安全・安心で快適なサービス
を提供するとともに、
地域・社会
の発展に貢献していきます。

不易流行
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謹賀新年

R&I

だいた会員交流フェアを今年度も開催し
ます。

新春特別講演会は、
これからの産業を

推進する“ロボット（メカトロニクス）
”を
テーマに、
滋賀県出身のロボットクリエ
イター高橋智隆氏より、
講演とデモンス
トレーションを行っていただきます。

▶ワークショップ

会員交流懇親会では、
会員事業所が一

んでいただきます。

当所運営方針である、
「会員よし・地域

よし・将来よし」が揃った一大事業ですの
で、
ぜひともご参加ください。

LAKES CHEERLEADERS
オープニング出演決定

!!

ひこねグルメメッセ開催

彦根金融協議会
滋賀銀行・りそな銀行・大垣共立銀行・関西アーバン銀行・
商工組合中央金庫・滋賀中央信用金庫・京都銀行

もう、

チェックした？

滋賀県最低賃金

時間額

（平成26年10月9日 発効）

746

▶楽しい雰囲気でワークショップ

近江牛ステーキ、まぐろ、にぎり寿司、

円

特定（産業別）最低賃金（平成 26 年 12 月 27 日発効）

各種商品小売業

775 円

製鋼・製鋼圧延業、
鋼材、
鉄素形材、
鋳鉄管製造業

時間額

775 円

紡績業、
化学繊維製造業、その他織物業、
染色整理業、繊維粗製品製造業、
その他繊維製品製造業

時間額 760 円

計量器・測定器・分析機器・試験機、
光学機械機器・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

自動車・
同附属品製造業

時間額

（ 平成 16 年 12 月 18 日発効 ）

いものが揃うひこねグルメメッセを楽し

URL http://www.tagataisya.or.jp/
e-mail info@tagataisya.or.jp

あけましておめでとうございます

時間額

堂に介してビジネス交流、
彦根の美味し

講師
ロボットクリエイター 高橋 智隆氏

彦根商工会議所 職員一同

“ミート・ザ・メンバーズ”をテーマに、

昨年度装いも新たに開催し、
好評をいた
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ひこねブランドを考える！ 彦根における不易流行とは・・・

▶岩嵜氏のセミナー

去る 月７日にグランドデュークホ

会場 彦根ビューホテル

テルにて︑
当所ひこねブランド開発委員

Members !

2015.1.29. 木

会オープンセミナー＆ワークショップ

新春特別講演会＆会員交流懇親会開催

を開催し︑
当所会員事業所や市民︑
大学

生等総勢 名の参加をいただきました︒

冒頭︑
小出会頭より挨拶があり︑
続い

て﹁選ばれる地域になるためのブラン

ド戦略﹂をテーマに㈱博報堂ブランド

デザインの岩嵜博論氏より︑
北斎の浮世

絵と修景に焦点をあてた長野県小布施

町︑
Ｉターン・Ｕターンできる仕事作り

までを視野にいれた島根県海士町︑
徳島

県
﹁ＶＳ東京﹂
キャンペーン等を事例に︑

地域ブランドについて︑﹁ビジョン︵理

念︑
精神︑
存在意義︶
︑
活動︵そのブランド

らしさを体現するモノやサービス︶
︑
人

ポーターなど︶
﹂の３つが重なるところ

︵志や商品に共感し応援してくれるサ

に成立する等お話しいただきました︒

続いて︑
夏原副会頭より挨拶があり︑

８つのテーブルに分かれてワールド

カフェ形式のワークショップを行いま

し た︒途 中︑
彦根のお菓子を体験する

ティーブレイクを入れながら︑﹁彦根の

好きなところ﹂﹁日本・世界に発信でき

る彦根独自の魅力﹂等をテーマに話し

合いました︒最後に︑
彦根のブランディ

ングで残すもの︑
捨て去るもの︑
将来獲

得すべきものを整理した後︑
彦根の魅力

を発信するキャッチフレーズを考えて︑

各グループから﹁温故知新住みたい訪

ねたい街彦根﹂﹁Ｗキャッスル彦根物語

〜味わいのある街〜﹂等が発表されま

した︒

44

第５回会員交流フェア

申込み締切り迫る !

2月3日（火）…節分祭

多賀町多賀 TEL.48-1101（代）

REPORT & IN FORMATION

MEET
The

1月〜3月…厄除 祈祷

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

時間額 848 円

851 円

時間額 830 円

はん用機械器具、
生産用機械器具、
業務用機械器具製造業

時間額

847 円

滋賀の地酒、世界各国のワインの他、ホ
テルメニューの各種フーズ、ビール、ソ

・最低賃金には、
精皆勤手当、
通勤手当、
家族手当、
時間外・休日・深夜手当、
賞与、
臨時に支払われる賃金は含まれません。
・特定（産業別）最低賃金については、
年齢、
業務、
業種により適用除外されるものがあります。
・派遣労働者には派遣先事業場が所在する地域の最低賃金が適用されます。

フトドリンク類も用意しております。

● お問合せ 彦根商工会議所 TEL.0749 -22- 4551
● 参加対象 彦根商工会議所会員事業所及びその従業員

お問い合せ先 ■滋賀労働局 賃金室 TEL.077-522-6654 ■彦根労働基準監督署 TEL.0749-22-0654
滋賀労働局のホームページ

※未加入の事業所様には是非この機会にご入会をお勧めください。

http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

▶彦根の魅力を発信するキャッチフレーズを発表
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彦根商工会議所通信

不易流行
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引 き 続 き︑
大 塚 会 頭︵長 浜︶
・日

見極め活性化策を講じるために

３Ｄプリンターの活用事例を学び実機を見学

木材・木工工業部会視察研修会を開催

木材・木工工業部会︵角卓明部

デ ー タ 化・保

ニングにより︑

も︑
３Ｄスキャ

設計データが

向会長︵米原︶より︑
地域の特色を

アプローチ強化・都市連携のモデ

ヂオにて開催され︑
当所より小出

活かした提案がありました︒

無 い製造物で

会頭︑
夏原・木村・中川副会頭・志

も︑
三市懇談会を継続していく旨

八十島
会長︶は︑
去る 月 日に︑

存が可能であ

り︑今 後︑試 作

品の製作期間

を短縮するな

ど業務効率を

高める効果が

プロシード㈱にて視察研修会を
製作において高い精度を必要と

今回見学した実機は︑
試作品の

期待できます︒

ル化﹂を提案されました︒

ると共に︑﹁スピード・諸官庁への

彦根・長浜・米原 三市懇談会を開催
三市の市長・各商工会議所・商
工会の三役との懇談会は︑
去る
月 日に長浜曳山博物館伝承スタ

賀谷専務理事が出席し︑
総勢 名

当日は︑
長浜商工会議所大塚会

の決議を満場一致で了承されまし

最後に︑
今後の広域経済見地を

頭より歓迎挨拶の後︑
三市の市長

が出席して交流を深めました︒

︵彦根 大久保市長・長浜 藤井市
た︒

所夏原副会頭より︑
具体策の立案・

なお︑
今後の進め方について︑
当

長・米原 平尾市長︶が︑
我が街の
ビジョン等について熱く語って頂

企画は事務局スタッフに委ね︑
事
業遂行の決断はトップが行うべき

そ の 後︑
各 商 工 会 議 所・商 工 会

きました︒

の会頭・会長より︑
地域総合経済
するため︑
高価︵約数千万円︶なも

悩︑
おもてなしの心がひしひし

でも生み出す事ができ︑
具体的
なイメージを持つことにより
生み出されていくアイデアは︑
今回のテーマであるイノベー
ションを体現した素晴らしい
ものでした︒したいこと・出来
る こ と・自 分 の 役 割 を︑固 定・

●自店のオリジナル

日 に 秋 の 彦 根ＹＥＧ

総勢 名が参加しました︒

藤原ゴルフクラブで開催され︑

ゴ ル フ コ ン ペ が︑曇 り 空 の 中︑

月

秋のＹＥＧ
ゴルフコンペ

教材のブラックボード（サイズ42×53cm）は、
講習会終了後にお持ち

開催し︑
部会員をはじめ総勢７名

と感じられ︑
ただ感服するばか

既成概念に囚われずイメージ

ま す︒こ こ で は 書 き 切 れ な い

で、
お気軽にお申し込みください。

と提案され了承されました︒

ただけました︒井伊直政公クイ

り で し た︒そ の 中 で も 参 加 さ

する事こそが︑
夢を共有する仲

盛りだくさんの収穫をこれか

方のコツをやさしくレクチャーします。初心者でも大丈夫ですの

団体として重点事業について報

入できる安価なものもあります︒

のでありましたが︑
家庭等でも導

八十島プロシード㈱の清水常
質疑では︑﹁使用する素材によっ

が参加しました︒

浜懇談会を開催後︑
第３回は米原
務取締役の挨拶の後︑
３Ｄプリン

本年２月 日に第２回彦根・長

会頭が﹁広域観光﹂にダイナミッ
市を加えた懇談となり︑
今後の方

ズ大会︑
甲冑顔出しパネル︑
子供

せて頂いた分科会︑
小山直久氏

近道だと自身の体験と涙を誘

らの青年部活動に活かしてい

間を作り︑
行動し実現していく
う奇跡の瞬間を︑
動画を交え紹

その他、
ボード用マーカーと講師オリジナルテキストも付きます。

告・説明があり︑
当所からは︑
小出

クに取り組むことを提案され︑
三
て強度は変更できるか？﹂﹁耐熱性
は備えているか？﹂など質問が相

ターの概要と活用事例について

次ぎ︑
有意義な視察研修となりま

向性が定まり大変有意義な会とな
説 明 い た だ き ま し た︒実 機 見 学

市 が 今 ま で 以 上 に 一 致 協 力 し︑

で は︑試 作 品 の デ ー タ 作 成 か ら
した︒

りました︒

完 成までの工程を見学しました︒

ファンと企業が同じ方向を向

夢を共有し︑
いつしかクラブと

全国会長研修会﹁四季食彩の都・しばた会議﹂へ参加
月
･ 日︑日 本 商 工 会 議
所青年部 第 回全国会長研修

ストひこにゃんの登場を開会
甲冑での記念写真︑
井伊直政公

の講演は強く心に訴えるもの

で し た︒新 し い ア イ デ ア は 誰

三位一体となっていく物語
会﹁四季食彩の都・しばた会議﹂ き︑
へ︑
彦根から新潟は新発田市ま
でおよそ５時間の道のりを経
て 参 加 し て 参 り ま し た︒基 調
講演から大懇親会と︑
新発田Ｙ
ＥＧの 趣 向 を 凝 ら し た 演 出 に

の時間に合わせたことで︑
一般
の人生を紹介した４コマ漫画

がありました︒小山氏は︑
アル

介 頂 き ま し た︒そ の 三 位 一 体

た研修会に参加し︑
直に体験出

帰りいただきますので、お店の販促品としてすぐに活用いただけます。

!!

﹁
︵仮︶観 光 推 進 協 議 会﹂を 設 置 す

彦根駅前西口広

井伊直政公顕彰式

月３日

場にて︑
彦根の礎を築いた初代

彦根藩主 井伊直政公顕彰式が

開会にあたり︑
彦根市長をは

行われました︒

じめ︑
県議会議員︑
市議会議員︑

彦根市役所︑
彦根商工会議所の

関係者の方々に多数ご参加を

のお客様も関心を持っていた
を掲載したチラシなど︑
興味を

ビレックス新潟というプロ

は︑
表には出てこない熱意と苦

だき華やかに開催できたと感
持っていただけるきっかけと

サッカーチームの創設から運

いただきました︒さらに特別ゲ

続 い て︑
古 式 銃 研 究 会﹁彦 根
私自身︑
顕彰式を通じて直政

なったのではないでしょうか︒

じています︒

鉄砲隊﹂による砲術の演武を披

来れば効果は多大なものとな

とは︑
我々が目指す﹁官・学・民﹂ くと共に︑
多くの仲間がこうし
での協力に当てはまり︑
その夢

るのではないかと思います︒
構造設計室
with
神野 森

や イ メ ー ジ︑出 来 る こ と︑役 割

㈲

平成27年２月10日（火）13：30 〜 16：30
彦根商工会議所 会議室
今村明子デザイン室 代表 今村 明子 氏
会員 2,000円／非会員 5,000円（教材費）
25名（定員になり次第締切り）
彦根商工会議所 TEL.22-4551
日 時
場 所
講 師
参加費
定 員
申込み・問合せ
ます。本講習では見やすく、
分かりやすく、
印象に残りやすい描き

作品を作ろう！

ブラックボードはアピール力抜群です！購買の動機や決め手にも

なり、
安価な費用で大きな成果が得られるため、
広く活用されてい

の使い方

など︑
我々が目指している事が
決して不可能では無い事を改
めて教えて頂いたと感じてい

年齢26歳という若さで日々取り組んでおり

スタート前のハンデキャッ
プ を見て︑﹁足りない﹂と抗議
しましたが︑
予想通り最下位と
な り ま し た︒そ ん な 中︑次 期 会
長候補の安齋和真君が見事優
勝！ １ 位 と ２ 位 が １ 打 差 と い
私は３度目のゴルフでした

う白熱した試合展開でした︒
が︑
気合が空回りしてバンカー
突入率が１００％に近かった
です︒次回コンペの幹事にも任
命されましたので︑
特権を活か
して上位に食い込めるように
した事がないメンバーへ︒後ろ

します！ そして︑
まだゴルフを
は私が守るから︑
安心して参加
してください︒今回参加出来な

㈲滋賀飲料 瀧 圭介

かった方も次回は是非ご参加
ください︒

16
不易流行
■ 臨時総会 1月 15日（木）17時 00分受付 17時 30分開会 於：双葉荘 ■ 新年会 1月 15日（木）18時 00分受付 18時 30分開会 於：双葉荘
■ 会員の慶弔に関する情報は事務局までお知らせください。

青 年部伝言板

露いただき︑
迫力のある鉄砲の

電力は電気事業者に全て売電しております。
内の電力需要に対応するとともに、
発電した

12

●ボード用マーカー

手書き
この時期になりますと、あちらこちらで

営に携わり︑
Ｊ１リーグでの年

あどがわ」
（高島市）
を開設いたしました。
県

11

●ＰＯＰ文字の基本

お客様が立ち止まって必ず見る！
絶対の自信をもっております。

公の人となりに触れたことで

太陽光発電設備
「SOLAR ECO-VILLAGE

音と勇ましい甲冑姿が印象的

貢献にも力を入れており、2014年３月に、
また、環境の保全ならびに地域社会への

11

志賀谷光弘室長
１2月19日 当所にて開催
■ 趣旨説明・意見交換・今後のスケ
ジュール確認等

【講座内容】

ます。創業してから５年目とまだまだ日は

浅いですが、仕事の丁寧さと仕上がりには

が語るその方法は︑
夢に溢れそ

ご依頼頂いた工事を円滑にそしてリーズ

間最多観客動員数を記録する

おります。

の夢に触発された人々が同じ

工事を主に行っております。

歴史へ認識が深まったこと︑
思

をご提供できるよう、
社員一同、
日々努めて

でした︒

ま目線に立って」
を基本に、
快適なサービス

中川哲委員長
１2月 22日 さわだにて開催
■プロジェクト事業の総括
弊社では、道路または駐車場などの舗装

に至る屈指の人気チームへと

へ。」を実現すべく、
「安全・安心」と「お客さ

36

さい。

第１回まちづくり会社準備会議

押 し 上 げ た 一 人 で す︒小 山 氏

ローガンである
「でかける人を、
ほほえむ人

やすいレイアウト

ると思いますが、
施工会社がMARUICHIと

▶3Ｄプリンターの活用事例・概要説明

田川正人会長
１2月５日 兵庫県篠山市にて開催
■ 県外先進企業視察研修
（吉野ゴム
工業
（株）
を見学）

いに共感することができたこ

西武グループ グループビジョンのス

ブラックボードＰＯＰ講習会
は渋滞などで不快な気持ちになっておられ

会議 開催報告
11

とが最大の収穫だったと感じ

ております。

店頭や店内での購買活動の訴求に、
お客様の目に留まりやすい
お気付きの場合は、何卒温かい目で見て下

▶3Ｄプリンターによる試作品

一丸 文孝

▶井伊直政公顕彰式

台風の影響で延期になった

ループ会社を含め、
鉄道・バス・タクシー・船

アインズ㈱ 小寺 秀樹

ナブルに施工出来るよう従業員10名、
平均

25

自動車教習業など、積極的に営業を展開し

ジュニアエコノミーカレッジ

などの観光レジャー施設、
その他旅行斡旋・

ています︒

舶・索道などの総合交通と、
サービスエリア

も同時開催され︑
多くの子ども

弊社は、1896年に創設されて以降、グ

●見やすく、分かり

道路の工事規制が目立ち、通行される皆様

12

12

24

近江鉄道株式会社

藤原 智章

達にも顕彰式の様子を見てい

まいどおおきに

第13回城フェスin彦根
プロジェクト会議

株式会社 ＭＡＲＵＩＣＨＩ

JR

ＧＡＴ彦根（彦根異業種交流研究会）
12月度例会
14
15

32

11

青年部事業所紹介

売り場で即効!!

12

18

青年部通信 YEGJanuary.voll0.3ll

などを行いましたが︑
明治五年に彦根
勧業会社として引き継がれた後︑
一年
余りで閉鎖されました︒

機関が生まれました︒
今回は︑
明治以

の一方で︑
銀行以外にも様ざまな金融

全国に銀行を整備していきました︒
そ

︵一八八三︶
の同条例改正などにより︑

公布︑
明治九年︵一八七六︶
・同十六年

明治五年︵一八七二︶
の国立銀行条例

の近代化も急務でした︒
明治政府は︑

に緩和されると︑
国立銀行の設立が全

改正され︑
国立銀行の設立条件が大幅

証書︶
が交付されるのを機に同条例が

禄等に代えるために発行した公債の

金禄公債証書
︵政府が華族・士族の家

行でした︒
しかし︑
明治九年に士族に

設立された銀行は︑
全国でわずかに四

明治五年公布の国立銀行条例を機に

は︑
紙 問 屋の近 江 屋を営み︑

市の養子となりました︒助市

れ︑
４歳のとき叔父の弘世助

の川添益次郎の次男に生ま

一方︑
この頃の銀行をみてみると︑

降の近代において現彦根市域の金融
国的に増加しました︒
滋賀県では︑
明

彦根組︵彦根支所︶社中に名

助三郎は彦根融通会社の

ました︒

彦根藩の御用商人でもあり

年︵１８４３︶
︑
彦根

機関が整えられていった様子を︑
地元
治十年
︵一八七七︶
十二月に第二十一

天保

で生まれた銀行を中心に概観してい

七八︶
七月に第六十四国立銀行が大津
年︵１８７８︶

二十一国立銀行を開業したのは︑
旧彦
行の取締役を務めました︒明

を連ね︑
明治

彦根では︑
明治三年︵一八七〇︶
に二
根融通会社の長浜組
︵長浜支所︶
の社
治

でそれぞれ開業しました︒
このうち第

つの金融機関が生まれました︒
四月に
中でした︒
年︵１８７９︶に第 百 三

７月開業の第六十四国立銀

設立された彦根融通会社と十一月に

明治初期の金融機関

国立銀行が長浜で︑
明治十一年
︵一八

『株式会社百三十三銀行
創立五十年誌』より

きます︒

り近代化が進められるなか︑
金融面で

江戸幕府がなくなり明治政府によ

金融の近代化

近代金融 の幕開け

▼創業時の第百三十三国立銀行

﹃株式会社百三十三銀行創立五十年誌﹄より︒なお︑第百三十三国立銀行本店は︑明治 年︵１８
８１︶ 月に白壁町から本町に移転した︒また︑私立銀行の百三十三銀行となった後︑大正 年
︵１９２５︶ 月に本店は彦根町の川原町に移転した︒

第百三十三国立銀行は︑
こうして私立

すけさぶろう

ひろせ

11

設立された西京通商会社の支局で︑
金

ました︒
また︑
彦根物産会社は︑
京都に

行われましたが︑
明治九年に閉鎖され

藩札と新札の交換︑
預金と貸出などが

藩債処理のための彦根藩への貸付︑
旧

目など︶
に設立されました︒
ここでは

通会社は︑
彦根石ヶ崎町
︵現城町二丁

設立された彦根物産会社です︒
彦根融

が尽力しました︒

郎や竹村吉平など旧彦根藩御用商人

治や武節貫治などの旧藩士︑
弘世助三

は︑
旧藩主井伊直憲をはじめ︑
伊関寛

ました︒
第百三十三国立銀行の設立に

白壁町
︵現本町一丁目など︶
で開業し

する形で第百三十三国立銀行が彦根

には︑
第六十四国立銀行から分離独立

そして︑
明治十二年
︵一八七九︶
四月

与︑
近江貯蓄銀行や彦根商業

国立銀行の創設・創業への関

加︑
第三十四・第百二十一の両

際にも助三郎は尽力し︑
同行

十三国立銀行が設立された

ており︑
同行の貯蓄部・中小企業部的

百三十三国立銀行の経営者が兼務し

蓄銀行と彦根商業銀行は︑
いずれも第

商業銀行などです︒
このうち︑
近江貯

の一番町
︵現中央町︶
に開業した近江

開業した彦根商業銀行および彦根町

根町の川原町
︵現河原三丁目など︶
に

行︑
明治二十九年
︵一八九六︶
七月に彦

町一丁目など︶
に開業した近江貯蓄銀

︵一八九五︶
七月に彦根町の本町
︵現本

いで創設されました︒明治二十八年

を支える金融機関として銀行が相次

明治中・後期になると︑
産業の発展

行磯田支店が開業しました︒
磯田村か

十年
︵一九二一︶
十二月に百三十三銀

また︑
犬上郡磯田村八坂では︑
大正

九年二月に湖東銀行が開業しました︒

ました︒
犬上郡高宮村では︑
明治二十

中心となり︑
稲枝村維持講がつくられ

治三十五年
︵一九〇二︶
には村農会が

四︶
に稲枝融通株式会社が設立され︑
明

郡稲枝村では︑
明治二十七年
︵一八九

ける金融機関を例示してみると︑
愛知

次に旧彦根城下以外の村落部にお

︵現本町一丁目など︶
に置かれました︒

に開業され︑
事務所は彦根町の四番町

合も彦根で大正三年
︵一九一四︶
八月

庶民金融機関の一つである信用組

されました︒

本店を置く明治銀行にそれぞれ合併

大正十四年
︵一九二五︶
に名古屋市に

店を置く近江銀行に︑
近江商業銀行は

治三十九年
︵一九〇六︶
に大阪市に本

一︶
に百三十三銀行に︑
湖東銀行は明

彦根商業銀行は明治三十四年
︵一九〇

その後の戦時下において銀行への

合併し︑
滋賀貯蓄銀行となりました︒

近江貯蓄銀行は滋賀合同貯蓄銀行と

お︑
昭和九年
︵一九三四︶
六月に前述の

合併し︑
滋賀銀行が誕生しました︒
な

頭農産銀行は八幡銀行に合併されて
います︒
さらにこの後︑
百三十三・八幡の二大

の後︑明 治

年 〜 年︵１８

のほか︑
明治 年︵１８８２︶

第３代頭取を務めました︒こ

８５〜１８９４︶には同行の

27

創設の日本銀行の株主への参

年︵１８８８︶に実 業 団

界に貢献しました︒また︑
明
治

体の彦根商工会が設立され
る と︑初 代 会 頭 に 就 任 し ま
した︒
銀行業の傍ら︑
保険に似た

達首唱の交援社では後備金

りました︒彦根の医師中島宗

相互扶助組織にも関心があ

銀行を合併させる方向に進みました︒

という保険料と類似した掛
金を取り扱っており︑
助三 郎
も加入していました︒多賀神
社の奉讃講である多賀教会
を母体にして多賀寿生命と
いう相互扶助組織の創立を

年︵１８８９︶
︑

計画したこともありました︒

ついに有限責任日 本生命保

そして明治

て︑
戦時国債を大量に引き受けられる

険会社を創立し︑
その取締役

年︵１８９１︶に社 名

に就任しました︒この会社は

などが次々に合併・買収されていきま

年史﹄など︶

年の町村制施

年︵１８
年の二

﹃彦根市史﹄下冊︑﹃滋賀銀行五十

︵参 考﹃新 修 彦 根 市 史﹄第 ３ 巻︑

回当選しました︒

８６︑
補 欠︶と 明 治

賀県会議員に明治

務めたほか︑
犬上郡選出の滋

行後の彦根町で町会議員を

活躍し︑
明治

助三 郎は政治の分野でも

長に就任しました︒

８︶には長男助太郎が同社社

改 め られ︑昭 和３年︵１９２

が日本生命保険株式会社に

明治

よう︑
一県一行の動きが強まっていき

統制はさらに強くなりました︒そし

日に百三十三銀行と八幡銀行が対等

こうして昭和八年
︵一九三三︶
十月一

銀行をまず合併して︑
その後にほかの

15

ました︒
滋賀県では滋賀銀行のもとに

降︑
国や県は銀行合同の働きかけを加

した︒
昭和十五年
︵一九四〇︶
の蒲生銀

県下の普通銀行・貯蓄銀行・信託銀行

速させ︑
滋賀県では百三十三銀行と八

昭和二年
︵一九二七︶
の金融恐慌以

の取締役に就任しました︒そ

券の発行︑
預金・貸付︑
両替︑
藩債処理

銀行を合併させる形で合同が進みま

銀行の監査役就任など銀行

また︑
第百三十三国立銀行は︑
明治

らはカナダへ数多く移民し︑
移民した

相次ぐ金融機関の創設

弘世助三郎
14

した︒
昭和二年から四年
︵一九二九︶
に

三十二年
︵一八九九︶
二月に名称を株

人々の送金は︑
磯田村に銀行の支店が

銀行になったのです︒

式会社百三十三銀行と改め私立銀行

設けられるほどでした︒
その額は︑
年

かけて︑
高島銀行・寺庄銀行・淡海銀行

になりました︒
これは︑
明治十六年の

間三〇万円ほどに達するといわれま

は百三十三銀行に買収または合併︑
江

国立銀行条例改正により︑
従来の国立

した︒

百三十三銀行のその後

銀行は開業免許を受けた日から二〇

しかし︑
相次いで生まれた銀行は︑

下冊︑﹃滋賀銀行五十年史﹄
など︶

︵参考文献﹃新修彦根市史﹄第三巻︑﹃彦根市史﹄

なりました︒

み︑
滋賀銀行は一県一行の地方銀行と

こうして滋賀県内の銀行統合が進

式会社の合併などです︒

昭和二十年
︵一九四五︶
の近江信託株

原銀行の買収と滋賀貯蓄銀行の合併︑

銀行買収︑
昭和十八年
︵一九四三︶
の柏

年で営業を終えることが定められた

な性格を持っていました︒

12

20
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1843 〜 1913
（天保 14 年〜大正 2 年）

21 19

行買収︑
昭和十七年
︵一九四二︶
の湖北
大正7年（1918）に完成した建物。現滋賀中
央信用金庫銀座支店（河原三丁目）。

22

14

幡銀行の二大銀行に︑
その他の小さな

▶旧明治銀行彦根支店

18

22

14

次第に他行に統合されていきました︒
大正 12 年（1923）に上棟された建物。現
俳遊館（本町一丁目）。なお、彦根信用組合
は、昭和 26 年（1951）に信用金庫法による
彦根信用金庫に組織変更され、平成 16 年
（2004）には近江八幡信用金庫と合併して
滋賀中央信用金庫となった。

21

11

ためです︒
明治十二年四月に開業した

▶旧彦根信用組合本店

24

▶百三十三銀行磯田支店
『株式会社百三十三銀行創立五十年誌』より。

11

彦根市教育委員会 歴史民俗資料室 井伊岳夫

彦根経済を創った事業と人物史 10

1月 イ ベ ン ト ガ イ ド
十日ゑびす祭

▶１／９（金）〜１１（日）
※１１日は午前中のみ
▶北野神社（馬場1丁目）

ひこねで朝市

▶1／18（日）8：00〜12：00
▶護国神社
新鮮野菜・豆腐、湖魚・郷土料理、地酒、

商売繁盛の縁起物の福笹を求める参

醤油、パン、菓子、ミニカフェ、その他、

拝者で賑わいます。
餅まき、
福餅つき、

地産地消こだわりの品々が並びます。

甘酒・福酒の無料サービス、
屋台村、
そ

ひこねで朝市実行委員会

の他余興もあり。
９日には、
ベルロード
パリヤ前、ビバシティで移動餅まきが
行われます。
北野神社 TEL.22-5631

ストリングラフィ・アン
サンブル・コンサート

「森の記憶」

▶１／18（日）
13：00 開場 13：30 開演
▶ひこね市文化プラザ エコーホール
絹糸と紙コップでできた、糸でんわの
楽器
「ストリングラフィ」
。
舞台いっぱい

TEL.24-4461

直弼杯囲碁大会

▶1／24（土）
受付 9：00〜 開始 9：30〜
▶彦根商工会議所４階大ホール

参加資格：小学3年生以上 定員：30名
ワークショップ参加費：1,000円
コンサートセット価格：一般3,000円、
友の会2,300円
ひこね市文化プラザ チケットセンター
TEL.27-5200

http://bunpla.jp

▶大学サテライト・プラザ彦根
（アル・プラザ彦根６F）
▶定員：80名
▶資 料 代：3 0 0 円（市内の中学生
以下は無料）
▶申込締切：１／23（金）
彦根城博物館 TEL.22-6100

式で実施（詳細は当日説明）

彦根城博物館

ゲスト：

多賀大社 節分祭

坂口隆三 九段
（日本棋院関西総本部所属）

▶2／3（火）
福豆まき 11：00〜／14：00〜

用：

島根県因原地方の鬼の舞が奉納され

1,000円

たのち、今年還暦の年男・年女が特設

中学生以下 500円
申込締切：１／15（木）
彦根市教育委員会教育部 文化振興室
TEL.23-7810

舞台より福豆・福餅をまきます。

多賀大社 TEL.48-1101
http://www.tagataisya.or.jp/

彦根城博物館
入門講座 歴史編彦根藩の歴史

ごちそうクッキング
〜お手軽洋風ランチ〜 「井伊の赤備え」
部隊
▶１／30（金）10：30〜12：45
の活躍
▶大阪ガスショールーム
ディリパ彦根
▶参加費：1,000円
▶定員：12名（応募多数の場合抽選）
▶申込締切日：１／16（金）
※託児をご希望の方はご相談くだ
さい（１人200円）

メニュー（予定）
：温野菜のかんたん
フォンデュ風、魚介のマリネ、ロール
ドビーフのシチュー、パン、フルーツ
写真提供：京都コンサートホール

http://home.osakagas.co.jp/
showroom/dilipa̲hikone

のジュレがけ

「井伊の赤備え」で知られる井伊家の
軍団の活躍を追いながら、近世大名

ポケットミュージアム
「大名文化への誘い」

申告会場は、今年も彦根商工会議所（４階）です !
2 月 16 日（月）〜 3 月 16 日（月）
（土・日は除く）
開設時間 9：00 〜 17：00
開設期間

（会場の都合により、
16：00までにお越しください。
）

※当会場の駐車場は大変混雑しますので、電車・バス等の公共交通機関をご利用ください。

以下のことにご留意願います。
●当会場で納税はできませんので、お近くの金融機関をご利用く
ださい。
●上記期間は、彦根税務署内には申告会場を設けておりません。
（税務署では申告書の受理・納税・用紙の交付・納税証明書の発行
等を行います。）
●彦根税務署は土・日・祝日は閉庁しております。
イータックス

彦根城博物館が休館中のため、開国

記念館に彦根城博物館の紹介コーナ

をはじめとする所蔵作品の魅力をパ
ネルと複製品を中心に紹介。

彦根城博物館 TEL.22-6100
http://hikone-castle-museum.jp/

メールマガジン会員登録募集中 !

マル経融資制度
（小規模事業者経営改善資金融資制度）

マル経融資制度は、経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々を
バックアップするため、無担保・無保証人・低利で融資する制度です。

当所では、
「彦根商工会議所メールマガジン」
の会員登録を募集しています。登録は無料です
ので、
ぜひご登録ください。パソコンからは、
当
所ホームページからご登録ください。携帯電話・
スマートフォン等からは、
QRコードを読み込ん
で空メールを送る方法が便利です。

マル経融資制度の概要
融資限度額は？
▶登録用 QR コード

2,000
万円

※雨天の場合は彦根城博物館前（冠木門）

彦根市観光振興課 TEL.30-6120 公式 HP http://hikone-hikonyan.jp/

＊1,500万円超の場合は事業計画
策定等の条件があります。

担保・保証人は？

不要です

●

利率は？

1.35％
平成26年12月25日現在

返済期間は？

運転資金は ７ 年以内
設備資金は 10 年以内
利用できる方は？
・常時使用する従業員が 20 人以下（商業・
サービス業の場合は５人以下）の法人・個人
事業主の方
・義務納税額（所得税・法人税・事業税・市
県民税）を完納している方
・原則として市内で最近１年以上事業を行っ
ており、
事業所得の申告をしている方
などの要件を満たしていることが必要です。

お申込みからご融資まで約１ヶ月かかりますので、早めに資金
計画をたててお申込みください。

23

彦根商工会議所通信

確定申告書は「前年の申告書の控」及び「平
成26年分確定申告の手引き」等を参考に、
ご
自分で作成していただきますようお願いいた
します。
国税庁ホームページ「確定申告書作成コー
ナー」
（http://www.nta.go.jp）で確定申告書
が簡単に作成できます。
確定申告書の提出は郵送でもできますの
で、
是非ご利用ください。
（郵送での提出先は、
税務署です。
）

お問合せ先：彦根税務署 TEL.22-7640

http://www.e-tax.nta.go.jp

建物の見どころや、井伊家伝来資料

▶開催中〜５月末頃まで
（終期未定）
8：30〜17：00
（入館は16：30まで）
▶開国記念館（金亀町３−２）
▶観覧料：無料

申告書は、
自分で書いて、
お早めに！

e-Tax ホームページをご覧ください。

ーを設置。彦根城表御殿を復元した

：30〜11：00／13：30〜14：00 彦根城本丸（天守前）
1 月も「 ひこにゃん毎日登場！」10
15：00〜15：30 彦根城博物館前（冠木門）

※都合により中止または登場場所変更の場合も有り

税だより 彦根税務署からのお知らせ

※１講のみの受講も可能。

http://hikone-castle-museum.jp/

一般（高校生以上）

▶１／17（土）
15：30〜16：30
（受付 15：00〜）
▶ひこね市文化プラザ
第１リハーサル室

TEL.22-3409・FAX.22-3167

▶２／７（土）
第１講 13：30 〜 14：40
「『井伊の赤備え』の成立」
第２講 14：50 〜 16：00
「関ヶ原合戦と大坂の陣」
▶２／８（日）
第３講 13：30 〜 14：40
「『平和な時代』の軍備」
第４講 14：50 〜 16：00
「
「相州警衛から戊辰戦争まで
」

競技 形式：各クラス毎に準スイス方

からクラシックや童謡、アニメソング、

「ストリングラフィ・ワークショップ」を
コンサート前日に開催します

大阪ガスショールーム ディリパ彦根

定員：１２０名（先着順）

費

※３歳以下入場不可

FAXまたはＨＰよりお申込みください。

参加資格：アマチュアの方

に張り巡らせたストリングラフィの中
動物の鳴き声まで飛び出してきます。

家の軍制について考えます。

彦根市 社会福祉課からのお知らせ

フルタイム・短時間・内職の
就労先を探しています
彦根市では、
高齢や傷病が原因で求職活動が長引き就労意
欲が低下している人や、
学校を卒業してから十分な就労につ
けていない人に対し、
就労の場を提供することにより就労意
欲の喚起を図っています。こうした方々に対する受入にご協
力頂ける企業様を探しています。

お問合せ先：彦根市 社会福祉課 TEL.23-9590（江畑）

就労体験者を受け入れてくださる
企業様を探しています
生活保護に至る前の段階で生活に困窮されている人の自立
を支援するための「生活困窮者自立支援法」が平成 27 年４月
から施行されます。彦根市では、
さまざまな理由により直ちに
就職することが困難な人を対象に、
就労体験を通して一般就労
ができる力を身に付けてもらうことを目的に就労準備支援に
取り組むこととしています。就労体験として直ちに就労する
ことが困難な人を受け入れてくださる企業様を探しています。

お問合せ先：彦根市 社会福祉課 TEL.23-9590（黒川）

不易流行
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ホテルエスタシオンひこね Restaurant Roi 飲食代
飲食代
レストラン ロア
他券、
他サービスとの併用はご遠慮ください。５%OFF 軽朝食無料サービス
他券、
他サービスとの併用はご遠慮ください。５%OFF
HOTEL SUNROUTE HIKONE

彦根

有効期限 2015 年 1 月 31 日まで

まちなかの霊苑はいつでも安全で安心

料理旅館

全区画バリアフリー設計

八景亭

宗旨・宗派不問

彦根

有効期限 2015 年 1 月 31 日まで

1,000以上お買い上げの方に

高級線香お試しセットプレゼント
お1人様１枚のご利用とさせていただきます。

お1人様１回限りとさせていただきます。

HOTEL SUNROUTE HIKONE

長浜市加田町２２７５（℡０７４９・６３・１９０５）

有効期限 2015 年 1 月 31 日まで

記念品進呈

有効期限 2015 年 1 月 31 日まで

緑あふれる庭園、幅広い通路、駐車場・休憩所・
トイレ・街路灯・誘導灯完備

興善寺霊苑

ご予約時に必ずクーポン利用の旨をお伝えください。
＊日によりご利用できない場合がございます。
予めご了承くださいませ。

有効期限 2015 年 1 月 31 日まで

● 会席料理

ホテルエスタシオンひこね

5,400 円より
● 飲み放題
120分＋2,000 円

ＪＲ彦根駅西口より徒歩１分
アクセスの良さが魅力です。

大好評! コミックコーナー蔵書3,700冊以上 !
お部屋タイプ各種ございます。

彦根市旭町 9 番 14 号

シングル（１名様）6,000円〜・セミダブル（２名様）9,000円〜

＊JR 彦根駅西口より
徒歩１分

一級技能士の店 国産高級墓石専門店

中山道高宮宿

www.tanakaya-sekizai.com

0120-68-1082

ダブル（２名様）11,000円〜・ツイン（２名様）12,000円〜
和室（２名様）13,000円〜・別館Ｃａｓａ
（最大12名様）

TEL.0749-26-0123

＊価格は税別です。シーズンにより変動いたします。

■ 宴会最大 100 名

ご予約・お問い合わせは

■ 座敷最大 30 名

Tel.0749-22-1500

■ 駐車場あり
（50 台）

あわび会席（8,000 円）

彦根市旭町 8-31

http://sunroute.net

Restaurant Roi （レストラン ロア）
地域のお客様に愛されて34年、
老舗レストラン秘伝の味を

500 円 OFF

他券・他サービスとの併用はご遠慮ください。（要予約）

有効期限 2015 年２月 28 日まで

新年会や同窓会など新たな 1 年の始まりは
ＪＲ彦根駅近くのホテルサンルート彦根で。
※ お一人様、
税・サービス
琵琶湖の湖水、自然の恵みを食材に、
料込の料金です。
日本料理の心をお届け致します。

の
さと
とい
花

天然真鴨鍋・天然真鴨鍋フルコース

www.estacion-hikone.com
井伊家縁りの伝承宿

八景亭

料理旅館

ステンドグラスの照明が心地よいお店で、国産
豚ロースのポークカツやジューシーなハンバー
グなど昔ながらのほっこりする味をお楽しみく
ださい。
平日・土曜限定の日替わりランチも人気。
ソースやドレッシングに至るまで手作りが信条
です。

彦根市高宮町108 -1 TEL.0749-22-5888

彦根市野瀬町 151-1 TEL. 23-7031
営業時間11：30 〜 14：30（LO.14：00）
● 日替りランチ 800円（平日・土曜限定） 駐車場：10台 定休日：水曜
オードブル・お弁当の配達注文も承っております
● プレートオムライス 800 円
● ヒレカツ定食

1,000 円

● エビフライ＆ハンバーグランチ
1,500 円

17
30

として営業 17：00 〜 24：00（LO.23：30）

TEL.070-5344-8009

●一泊二食 29,160円
●食事のみ 5,400円〜13,500円
■ 鴨鍋 ２人前
天然鴨を炭火で炊くため、
うま味をじっくり閉じ込めます。

※お一人様、
奉仕
（サービス）
料・消費税込みの
料金です。

彦根市金亀町３-４１・Tel.０７４９-２２-３１１７・１１：３０〜２１：３０・不定休

http://www.hakkeitei.com/

本和蝋燭・ 御線香
御香・近江麻布

http://www.akarikan.co.jp

彦根市本町２丁目１ ３- ＴＥＬ２７ ５-５０１
営業時間 ９時 分〜 時 分／定休日 火曜日
クラフトコーナーのみ 要予約
30

■ 夜はダイニング＆バー「グランデボッカ」

江戸時代に建てられた当館は、
彦根
城内の大名庭園「玄宮園」に佇む
唯一の宿。
お食事はすべて≪お部屋食≫です
ので、
お座敷から四季折々の絶景を
眺めながら、
琵琶湖の幸をゆっくり
とお召し上がりいただけます。

期間限定

今が旬です
双葉荘特製天然真鴨鍋

● 天然真鴨鍋 お一人様
7,560円（税・サ込）より
● 一羽丸ごと天然真鴨鍋
フルコース12,420円（税・サ込）
より
２月末までの期間限定プランです。
他にも近江牛しゃぶしゃぶ・すき
焼きプランなどをご用意いたして
おります。

彦根市松原町 1377／予約専用電話 0120-28-2667

宴会最大 80 名／ 駐車場あり（15 台）／ 彦根市内への送迎承っております。

http://www.futabasoh.com/

クーポン ・一般のクーポン広告掲載料に比べると会員価格でお得です。
・商工会議所会員事業所など約2,000の事業所に配布します。
¥14,000広告募集 ・折り込みや DMのコスト削減に役立ちます。

掲載料金（税込）縦 70mm× 横 90mm

お問合わせ・お申し込み

明確なターゲットで注目度アップ！ TEL.0749-22-4551

