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つながり広がる、大津商工会議所の会員企業をご紹介！
会員限定
掲載無料

 
新入会員さんのご紹介

ご加入ありがとうございました

イベント開催中

令和
4年 月 日まで

㈬

16店舗

プロジェクト参加店舗で使えるお得な「OTSU BEER TICKET（大津ビー
ルチケット）」を販売中。このチケットは、３００円×５枚（１,５００円）がセットに
なっており、チケット１枚でビールを含む各種ドリンク１杯（通常価格３００円
以上）が注文できるお得なものです。

アスリートスポーツクラブは「スポーツは楽しく！」をコンセプト
に、月曜日から土曜日まで、曜日ごとに色々な地域の施設を使
用して運営しています。
心身の発達に応じて基礎から段階的に継続して習得できるよう
にカリキュラムが構成されています。全ての基本は丈夫な身体
づくり、楽しく運動を体験しましょう。

【事務局】
〒520-0025 滋賀県大津市皇子が丘2-4-3-503
T E L ： 077-525-7357
M A I L： info@athlete-sc.com
営業時間： 9：00 ～18：00（月～土）

アスリートスポーツクラブ
ホームページ 公式 LINE

体験申込やご質問など
お気軽にどうぞ

オンライン法律相談のご案内
当所では、弁護士による企業法務、顧問契約、個人事業、契約書チェック、悪徳
商法、クーリングオフ、その他（手形小切手、金融取引、不正競争防止法、独占
禁止法）等、商事にかかるご相談を承っています。

【問い合わせ】
大津商工会議所　中小企業振興部
TEL.077-511-1500

◎オンライン会議アプリ「Zoom」をご利用いただきます。
◎相談時間は１案件最大120分。
◎訴訟等により継続的に弁護士の関与が必要な場合、当所による直接的な
　関与は行わず別途有料となることがあります。

相談
無料

12月ご入会のみなさま (申込順・敬称略)
事業所名 代表者名 所在地 業　種 一言コメント

ナカジマ 中 嶋 か お り 大津市光が丘町1-17 小売業 物販のコンサルティングをしています。よろしくお願いいたします。

合同会社FLC 堤　 亜 好 未 大津市相模町5-26 居宅介護・鍼灸院 １月より女性専用の鍼灸院を開業します。美容と肩こりに特化していま
す。お気軽にお問い合わせください。

Hair Room Sin 山 田　 慎 士 大津市富士見台46-7-2 理容業 よろしくお願いします。
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新年のご挨拶

　新年おめでとうございます。
　令和４年の新春を迎え、謹んでお喜び申しあげます。

　さて、昨年一年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症が引き続き流行し、健康被害
はもとより、製造業のみならず観光業、サービス業など全業種にわたり大きな経済的打撃を受
け、一昨年同様、大変厳しい状況で推移いたしました。しかしながら、秋以降、県内では感染者
数が著しく減少し、本格的な日常生活回復に向けた動きが加速化してまいりました。この状況
が新年も続くことを期待しているところです。
　日本経済は、環境変化が厳しい中、ウィズコロナ・アフターコロナを見据え、テレワークやオン
ライン会議の導入などの必要性が増し、デジタル化が急激に進んでまいりました。
　そのような中で、中小企業に対しては、業務の効率化に留まらず、デジタル活用による生産
性の向上、販路拡大、製品開発、業態転換など多岐にわたり企業を強力にサポートする取り組
みを進めてきました。
　コロナ禍で急激に落ち込んだ経済もようやく回復の兆しが見え始めてきましたが、まだまだ力
強さを欠いております。人手不足、働き方改革、事業承継など直面する課題も山積しております
ので、会員事業所の発展のため、本年も引き続きコロナ禍への取り組みを喫緊課題として、体
制強化に努め、きめ細かな伴走型支援に全力で取り組んでまいりたいと考えております。
　また、本所では、大津の魅力を発信し、観光振興、地域活性化を目指すため、昨年５月に、
「びわ湖コンベンションストリート活性化協議会」を設立しました。
　大津湖岸エリア活性化事業として、2025年大阪・関西万博を見据え、大津港からびわ湖
大津プリンスホテルまでの約2kmの間に集積する官民のコンベンション施設を有効に活用し、
2025年には、全国規模の会議や国際会議を誘致し、現状から10％増の観光客数を目指して
進めてまいります。
　昨年１２月には、2023年に開催予定のG７閣僚会合を大津に誘致すべく、知事、県議会議
長、大津市長とともに、外務省、環境省へ出向いて要望いたしました。また、浜大津での（仮
称）新琵琶湖文化館の整備についても、県で着実に歩を進めておられます。これらの実現に
より、大津湖岸エリアの活性化やこれからの発展に大きな期待を抱いております。今後とも一
層、県・市はじめ関係機関と連携し進めてまいりたいと考えております。
　結びになりますが、今後もコロナ禍の厳しい現状の打破と新たな飛躍に向け、皆様の事業の
ますますのご繁栄と地域経済の再生に向けて取り組んでまいりますので、引き続きご支援を賜
りますよう心よりお願い申しあげ、新年に際してのご挨拶とさせていただきます。
　本年も、何卒よろしくお願い申しあげます。

大津商工会議所
会頭  大道 良夫
（株）滋賀銀行　相談役
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鬼の寒念佛
かん    ねん      ぶつ

表紙提供：大津絵の店

　鬼が僧衣をまとっている絵で、慈悲ある
姿とは裏腹な偽善者を諷刺したものです。
鬼の住まいは人間の心の内にあるという
ことで、描かれた鬼の角は、佛の教えであ
る三毒(貧欲・瞋恚・愚痴)いわゆる人々の
我見、我執であると言えます。
　人は自分の都合で考え、自分の目でもの
を見、自分にとって欲しいもの、利用できるもの、自分により良いも
のと、限りなく角を生やします。大津絵の鬼は、それを折る事を教え、
鬼からの救いを示唆しているとも言われています。

今月の
大津絵

〒520-2152 滋賀県大津市月輪1丁目13番9号
TEL. 077-545-5512　FAX. 077-545-0955
URL. https://www.zen-aron.or.jp/meikoh/

サスティナブル建築へ向けて
長寿命化への貢献・環境対応型防水

屋上防水・外壁
及び

タイル防水
株式会社メイコウ

〒524-0044　滋賀県守山市古高町571-1
TEL. 077-582-9301  FAX. 077-582-9305

株式会社
AGC㈱、三協立山㈱　特約店
https://www.iwasakigarasu.co.jp/

小さな１枚から大きな工事まで

－ガラスとサッシのお店－ 快・適・創・造

岩崎硝子

防犯ガラス
断熱ガラス
防音ガラス
ガラス修理工事
サッシ/アミ戸

ガラスいろいろ
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　新しい年の始まりに、少し贅沢に大津の美味しいものを召し上がりませんか？　大津の逸品を集めた「大津百
町百福物語ブランド」から、こだわりのお弁当とアルコール飲料のご紹介です。ご注文は各店舗で承ります。

近江麦酒近江牛　品川亭 有限会社 平井商店

湖
こうらくべんとう
浮楽弁当

　びわ湖を思い浮かべる楽しいお弁当です。近江牛、琵
琶湖の湖魚、近江米、八幡こんにゃくなど滋賀の美味し
い食材を活かした老舗の味わいをお召し上がりください。
（写真は3,240円のお弁当です）

（一折）1,890円、2,592円、3,240円、4,860円（税込）
近江牛焼肉重

　日本三大和牛の「近江牛」を香味野菜と醤油ベースの
たれにワインの隠し味で焼き上げたテイクアウトのお弁当
です。近江牛専門店のれすとらんシェフ手作りのこだわり
の味を是非ご賞味ください。

（一折）1,296円（税込）

近江麦酒 SAISON セゾン

　近江麦酒は、小規模醸造所の小回りのよさを活かし滋
賀県の食材を積極的に使った「おもしろ美味しい」クラフ
トビールを造っています。近江麦酒SAISONを含む人気
の定番商品飲み比べ６本セットは4,257円（税込）です。

瓶330㎖ 693円（税込）

「きんし丼®」折詰

　最初は錦糸玉子をのせた鰻丼でしたが、店が繁盛し
お客様をお待たせした時、急がされた板場が細く切って
いた玉子をボンボンと切って丼にのせました。それが好評
で、お客様の要望で段 と々玉子が大きくなり、現在のきんし
丼になりました。

（一折）2,484円（税込）

近江牛品川亭の近江牛コロッケ

　認証近江牛（近江牛の中でも特にA5、A4、B5、B4
で格付けされたもの）だけを使用し、安心安全な近江牛コ
ロッケを提供しています。

（１個）125円（税込）
日本酒　純米吟醸　北船路

　蓬莱山の麓、北船路の棚田でつくられた酒造好適米
を、大津で３５０年の歴史のある酒屋が手造りしたお酒
です。

（1.8ℓ）2,750円（税込）　（720㎖）1,375円（税込）

大津魚忠
京町2-4-10 [TEL]077-522-4428
[定休日](基本)毎週水曜
[営業時間]昼11:30～14:00 夜17:00～22:00

株式会社 松喜屋
唐橋町14-17 [TEL]077-534-1211
 [定休日]メンテナンス日
 [営業時間]10:00～19:00

本堅田3-24-37 [TEL]077-536-5222
[定休日]不定休
[営業時間]火水金日 12:00～18:00

逢坂山かねよ
大谷町23-15 [TEL]077-524-2222（代）
[定休日]レストラン火曜、本店木曜（いずれも不定休あり HP参照）
[営業時間]昼11：00～20:00(L.O20:00、完全閉店20:30）

浜大津3-5-23 [TEL]077-524-2117
[定休日]日曜
[営業時間]11:30～19:00

中央1丁目2-33 [TEL]077-522-1277
[定休日]不定休
[営業時間]10:00～18:30

年初め、少し贅沢に 大津の美味しいものを!百福で百福で
年初め年初め

テイクアウト テイクアウト

店頭・ネットショップ

テイクアウト

テイクアウト 店　頭

大津商工会議所 大津物産振興支援事業実行委員会 TEL: 077-511-1500

ネットショップ
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特 集 地域活性Project@大津大津百町百福物語
2022年 新たに3商品を認定
販路拡大を支援

　かつて『大津百町』と称された大津の賑わいを市民の誇りとして次世代につな
げつつ、産業振興に貢献することを目的として平成26年に誕生しました。認定され
た商品は、認定シールの貼付や認定盾を掲示していただくことにより、安心・安全・
高品質な商品であることを広くPRすることができます。また、パンフレット、HP、イ
ンスタグラム、マスメディアによる広報や、百貨店催事やイベント出店での販売、展
示会へのブース出展支援、バイヤーとの商談仲介等、認定商品の販路拡大を強力
にバックアップしています。

　大津百町百福物語とは

　大津商工会議所（大津物産振興支援事業実行委員会）では、「大津百町百福物語」というブランド名で推奨物産
品の認定制度を設けています。大津に関する物産品や様々な資源（素材・歴史・文化・技術）を活用し成長が期待
できる商品を中心に、大津の賑わいに貢献できる可能性の高い商品を認定するプロジェクトです。今年は新た
に3商品が認定され、全47点のラインナップとなりました。

新商品ラインナップ

大
お お

津
つ

絵
え

小
こ ぶ く ろ

袋おかき（白
しろ

・茶
ち ゃ

）
（白20g・茶22g）各１個162円（税込） （１枚）1,100円（税込）

株式会社 中西永生堂 滋賀殖産株式会社（東レ株式会社滋賀事業場内）
〒520-0102 大津市苗鹿３丁目2-10・℡077-578-1133 〒520-8558 大津市園山１丁目1-1・℡077-533-1645・8738

近
おう

江
み

の星
ほし

さんち手
て

づくりもろみ納
なっ

豆
とう

（180g）500円（税込）

ラウンジほし
〒520-0047 大津市浜大津２丁目5-8　第２国松ビル２Ｆ・℡077-524-3678

源
げ ん

氏
じ

物
ものがたり

語クリーニングクロス

　大津の地が生んだ大津絵が描かれた小袋
に、ぱりっと歯切れの良いあられ・おかきを詰
め合わせました。米どころ近江のもち米を主
原料にして、独自の味付けを施し、昔ながらの
製法で焼き上げています。あられ、おかき通の
お客様に永年に亘って愛され続け、匠によっ
て守り継がれてきた香ばしく、ふくよかな味
です。

　滋賀県産の納豆ともろみ（麦麹）と、利尻産
昆布、丸大豆醤油、滋賀県産ハチミツ等で味付
けし、再発酵させたオリジナルレシピの加工
食品です。調味されていますので、そのまま美
味しくいただけます。浜大津こだわり朝市や
道の駅等で販売を始めたところ人気商品とな
り、今後ネット販売をはじめ、販売店を増やし
ていく予定です。ぜひご賞味ください。

　紫式部ゆかりの石山寺に所蔵の源氏物語絵
巻より４種(紫式部、末摘花、花宴、初音)、源氏
物語ミュージアム(宇治市)に所蔵の絵巻より
２種(橋姫、匂宮)の合計６種の絵柄を東レが
開発した超極細繊維クリーニングクロス上に
鮮やかにプリント。人物や背景を細部まで鮮
明に再現し、アートクロスとしてもご利用で
きます。大津で創業した東レの先端技術・先端
素材と日本古典絵画とが合体し、海外からの
お客様へのお土産にも最適です。
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会議所TOPICS 会議所TOPICS

経営相談のご案内経営相談のご案内

＊ オンライン相談は、事前予約制で相談時間は最大60分です。
＊ オンライン会議アプリ「Zoom」をご利用いただきます。
　インターネットのつながる端末（パソコンやタブレット等）
　があれば、特別なソフトウェアは不要です。
＊ 予約や業務状況によって、ご希望に添えない場合があります。

大津商工会議所 中小企業振興部
TEL.077-511-1500 
（平日9：00～１7：00）
E-mail：sodansho@otsucci.or.jp

　当所では、資金繰り、販路開拓、商標登録、補助金・助成金の申請、実績報告手続き、
事業計画書の作成、ITに関する取組、事業継続力強化計画（BCP）策定など、会員事業
所様のニーズに応じ、経営指導員が随時、ご相談を承っています。必要に応じて、専門家
も加わりながら皆様の事業継続に向け、伴走支援を行います。
　当所へのご来場、お電話、メール、オンライン、会員事業所様へのご訪問等あらゆる方
法でのご相談ができます。相談料は無料です。ぜひご利用ください。 オンライン相談申込フォーム

会議所TOPICS 会議所TOPICS
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専門家
ワンポイント
アドバイス 電子帳簿保存法の改正に伴う義務化された

電子取引データ保存について

エキスパートバンク登録専門家からタイムリーな経営アドバイスをお届け！

※エキスパートバンクとは、さまざまな問題に直面する小規模事業者の皆さんを、専門的・実践的な知識等を有する専門家と一緒に支援する、商工会議所の制度です。

国税庁
　電子帳簿保存法改正内容について【資料】 小川宗彦税理士 行政書士事務所　小川宗彦氏（滋賀県立大学非常勤講師）

（専門分野：税務会計、事業計画書の作成、スモールビジネスの支援、各種経営セミナー、原稿執筆）

寄稿：エキスパートバンク登録専門家

〈事業の概要〉
　1912年（大正元年）菱屋町商店街で県内初の果物専門店として創業。毎日、新鮮な果物を店主自らが仕入れ、京都・滋賀の有名洋菓
子店・ホテルなどに卸しつつ、小売店も営んでおられます。創業100周年を迎えた時期に店内に喫茶スペースを開設、新鮮果物のパ
フェやジュースを提供されています。さらに、砂糖不使用・無添加のドライフルーツを製造販売し、東京・横浜などでも販売を開始されま
した。

〈大津商工会議所の支援内容〉
　商店街活動やまちづくり事業を通じて当所との接点も多く、当所の各種事業を様々に活用いただいています。「果物屋が本気で作っ
たドライフルーツ」を当所の物産支援事業「大津百町百福物語」へ申請いただき認定商品となったことで、プレスリリース、百貨店・観光
案内所・各種催事での販売等を通じ、商品認知と販路の拡大を支援しました。専門家によるパッケージ改良支援、東京ギフトショーへの
出展支援等により、東京・横浜への取引拡大にも繋がりました。本格的生産のため加工場を改装する際には、マル経融資による有利な
資金支援も行っています。ドライフルーツの安定需要が食品ロス削減にも繋がり、令和3年度「滋賀県食品ロス削減優良取組表彰」も受
賞されています。直近では情報紙による広報支援により、京阪沿線の来店客が増加しているとのことです。

〈事業者からの声〉
　果物屋ならではのこだわりをもったドライフルーツを試行錯誤しながら製品化し、販売を始めた頃に、大津商工会議所の「大津百町百
福物語」のブランド認定事業を知り応募しました。新商品の販路拡大に対する会議所の様々な支援は、当社としてもタイミングが良く成
果を上げることができて大変ありがたかったです。融資や補助金についても必要な時にサポートしていただき助かっています。これか
らの事業展開にも希望を感じられるようになり、大津商工会議所にはとても感謝しています。

事業所名／有限会社丸二果実店 店　主／寺田　武彦
業 種／果実卸、小売業
住 所／大津市長等２丁目10-7
TEL／077-526-0444
URL／http://maruni-otsu.co.jp/index.html

新商品の販路拡大を新商品の販路拡大を
強力にバックアップ強力にバックアップ

大津商工会議所 支援事例紹介大津商工会議所 支援事例紹介

　いわゆる電子帳簿保存法とは、各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録
（電子データ）による保存を可能とすること及び電子的に
授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
　電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく右
図の３種類に区分されています。
　この３種類の区分の中で、特に令和４年１月１日以降に行
われる「③電子取引」について解説しますと、例えば、請求書
や領収書のPDFファイルを電子メールで受け取った場合や
インターネットで事務用品を購入して領収書をダウンロー
ドする場合など、個人事業主も含めたすべての事業者は、
紙ではなくデータでの保存が義務化されました。つまり、電
子データを出力し、紙で保存していたとしても電子データ
を保存していないことは認められないこととなりました。ち
なみに、紙で受領している場合、電子取引の対象外となりま
すので、従来通り紙の保存のままで問題ありません。
＊ 令和4年度税制改正大綱により義務化が開始する予定で
あった電子取引に関わる電子データの保存義務につい
て、2年（令和5（2023）年12月31日まで）の猶予期間を
設けられることが示されました。 【出典】国税庁　電子帳簿保存法が改正されました
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企業Data

キラリ！
vol.

45 湖都の商い人

企業向けの配達弁当が評判に
　大津給食センターの前身となったのは、上田静夫氏が昭
和28年に設立した有限会社日本塗板で、黒板を製造して
小学校などに販売していました。昭和35年に妻のふみさ
んが個人事業として大津給食を創業、１日20食の企業向け
配達弁当からスタートしました。
　「働く人に安くて美味しい栄養バランスのとれた食事を
提供したい」という思いのこもった弁当が、滋賀銀行など
で評判となり、１年後には１日500食を販売するまでに成長
しました。昭和39年には滋賀銀行本店から社員食堂開設
の相談を受けて、食堂運営の受託事業を手がけるようにな
り、昭和50年には有限会社大津給食センターに商号変更
しました。
　現社長の上田泰史さんは３代目。企業と転職希望者を
マッチングする会社で営業やアドバイザーを経験した後、
平成20年、31歳の時に大津に戻り家業に入りました。「良
い人材を採用することが企業の成長にいかに大切かは、前
職で実感しました」と言う上田さん。「面接すると顔と名前
が覚えられる」と、採用ではパートまですべて上田さんが面
接を行っています。

地産地消や食育で健やかな成長をサポート
　大津の学校給食を受託していた頃は200名を超える従

業員がいましたが、学校給食のほか、価格の引き下げ競争
が激しくなったオフィス向けの弁当をなくしたことで、従業
員数は約150名になりました。
　弁当事業部のメインは大津市や草津市の幼稚園に園児
向けの弁当を調理して届ける仕事で、卵や乳製品などの
アレルギー対応なども行いながら、安全で栄養バランスの
とれた食事を１日約1700食届けています。また、コープし
がから受託した高齢者向けの夕食サポートサービスや、学
童保育向けのおやつの提供なども行っています。「これま
で幼稚園では各家庭が昼食を用意していましたが、共働き
家庭が増え給食のニーズが高まっています。今後認定こど
も園が増えると、さらに需要が高まるのではないか」と上田
さん。
　もう一つの事業の柱は社員食堂の運営で、複数のスタッ
フで運営する大きな社員食堂のほか、小規模な食堂には
本社で調理したものを配送して、少人数のスタッフで配膳
するなど、柔軟に対応できることを強みにしています。
　現在、同社が力を入れているのが、滋賀県産の野菜を取
り入れたメニューを提供すること。また、「園児が掘ったじゃ
がいもを使ってほしい」といった要望に応えたり、幼稚園と
オンラインでつないで園児からの質問に調理師が答える
食育授業を実施するなど、上田さんは食育も含め食事を通
して子どもたちの健やかな成長を応援していきたいと考
えています。

代表 上田 泰史 住所 〒520-0835　大津市別保3丁目11番35号 
TEL 077-537-2807
HP https://www.okc-shiga.jp

社員食堂の風景 滋賀銀行と企画開発したSDGsメニューニーズに合わせて様々な食堂スタイルを提案 幼稚園向けのお弁当

株式会社大津給食センター
代表取締役

上田 泰
やす

史
ふみ

氏

「働く人に栄養バランスのとれた食事を」
創業者の思いが原点に
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もその一環です。これからは、経済的な役割だけでなく社
会的、文化的な役割を果たし、新たな価値を共創し、提供で
きなければ会社は存続できないと思います。
　退職した後も、社員のみなさんには、どうか琵琶湖への
感謝を忘れず、琵琶湖を守りたいという思いを誇りに感じ
ながら仕事をしてほしいと願っています。
　今、ビジターズビューローで仕事をさせていただいてい
るのも、琵琶湖と自然への感謝の気持ちとして、少しでも御
恩返しができればとい
う思いからです。琵琶
湖を大切に思う人と人
を一人でも多く繋いで
いくという夢の実現に
向けて、これからも力
を尽くしていきたいと
考えています。

プランづくりに取り組んだミシガンが琵琶湖観光の象徴に
　昭和50年、大学受験を目指していた20歳になったばか
りの時、琵琶湖汽船の社長室で当時の取締役社長だった
重松 徳（めぐみ）氏に出会い、翌日から琵琶湖汽船で働くこ
とになりました。その時社長室の窓から見えた琵琶湖が今
も記憶に残っています。
　当時は若い社員が少なかったため、コンピュータの導入
やミシガン新造のプランニング、留学生の受け入れなど、
先頭に立って実にさまざまなことに取り組みました。船舶
旅客運送業以外にも飲食業や近江大橋の通行業務など新
しい事業にも積極的に乗り出しました。
　ミシガンが就航したのは昭和57年、翌年には東京ディズ
ニーランドが開園するなど、欧米の文化に憧れを持って迎
えられた時代で、海外旅行に行く日本人が急増し、国際化
が大いに推進されました。
　“アメリカがやってきた”というキャッチコピーの通り、ミ
シシッピー川で運航された外輪船をモチーフにした船体、
豪華な内装や本格的な料理、アメリカ人の留学生が乗務員
として接客するスタイルでミシガンは話題になりました。
　その後、ミシガンは琵琶湖観光の象徴となり、琵琶湖汽
船は観光産業の一翼を担える会社になったと自負していま
す。時代とともに価値観は変わっていきますが、ミシガンの
航跡を大切に語り継ぎ、価値を伝承していくことは、未来を
希望に導くために琵琶湖汽船にとって大切なことだと思い
ます。

琵琶湖と滋賀の豊かな自然への感謝の気持ちが原点に
　入社当時は、琵琶湖と船があれば会社はなんとかやって
いけると思っていましたが、次第に琵琶湖に対する私の考
え方も変わりました。平成17年に50歳で取締役に就任す
ると、琵琶湖との絆、地域との繋がりはより深まりました。
　琵琶湖を航行するだけでなく、周辺の地域資源と如何に
関わりを持って取り組んでいくかがこれからの事業の鍵を
握ると考えて、農業や漁業をされている方やさまざまな事
業者の方と連携して、琵琶湖の価値を伝えるような取り組
みを目指しました。
　船を使って、竹生島のほかさまざまなスポットを訪ねて
いただくだけでなく、例えば沖島の漁協と連携して『鮒ずし
作り体験クルーズ』の就航や『琵琶湖八珍』に関わるように
なりました。学習船『うみのこ』や調査船『びわかぜ』の運航
の受託、疏水通船の運航に協力させていただいているの

川戸 良幸さん今回の語り手　公益社団法人びわこビジターズビューロー会長

時代の変化を捉えながらも、変わらない大切なものを未来へ繋ぐ

大津にまつわる思い出や大津への想いを語っていただきます。
あの頃の大津

写真協力：琵琶湖汽船、大津市歴史博物館

ミシガン州ランシング市からの留学生が接客する姿が当時大きな話題に。

外観はアメリカ南部ミシシッピー川に就航する外輪船のイメージを採用。

ミシガン竣工式の様子（昭和57年）。アメリカ合衆国ミシガン州からも来賓が参列した。

ミシガン就航前に配布されたパンフレット。
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［発行・編集］
会長：山元 智寛

あ き ん ど
か わ ら 版

大津商工会議所

青年部会報

［令和3年度スローガン］ 
以和爲貴、無忤爲宗
（わをもってとうとしとなし、さからうことなきをむねとせよ）
～ピンチをチャンスに！～

［発行・編集］
会長：山元 智寛

あ き ん ど
か わ ら 版

大津商工会議所

青年部会報

［令和3年度スローガン］ 
以和爲貴、無忤爲宗
（わをもってとうとしとなし、さからうことなきをむねとせよ）
～ピンチをチャンスに！～

ＹＥＧインフォメーション
■1月例会のご案内
滋賀出身 東京パラ銀メダリストに学ぶ ～全員前向き～

開催日時 令和4年1月21日（金） 18：30～20：30

開催場所 Zoom視聴
※視聴方法は、参加される会員の方に個別に連絡します

参 加 費 無料

　本新年会は東京2020パラリンピックトライアスロンで銀メダルを
獲得された宇田秀生氏にご講演いただきます。事故後のリハビリでト
ライアスロンと出会い、東京パラリンピックで銀メダルを獲得された
ご経験をお話いただきます。困難な状況を受け入れ、逆境を跳ね返し、
大きなことを成し遂げられた方法、心の在り方を学びたいと思います。
物事を前向きにとらえ前進していき成功を掴む考え方を学んでいただ
き、皆様の2022年がより良い一年となるよう、是非ご参加ください。

YEG Online Competition
～チームDEわいワイ♪YEGオンライン運動会～

小さな発信のつながりが大きな発信に
～あなたの発信が大津を変える～

　本例会は、チームで様々な種目競技にチャレンジしていただき、優勝を
目指すなかで会員同士が一致団結し気軽に話し合える関係を築くことに
よって、今後のＹＥＧ活動をより有意義な活動とすることを目的とし開催
いたしました。
　オンラインでも楽しめる種目として「借り物しりとりリレー」などに各
チームで挑戦し優勝を目指していただきました。また、選手宣誓やオンラ
インでもできる準備運動など、参加者の方には種目以外でも例会を盛り
上げていただけました。
　ご参加いただいた皆様には、「オンラインでも楽しめた」「チームプレイ
なのでしゃべりやすく交流ができた」等、嬉しいご感想をいただけました。
　ご多忙な中、ご参加いただきました皆様、YEGイベント推進委員会の皆様、多大なるお力添えをいただき、ありがとうご
ざいました。
 YEＧイベント推進委員会　堀井　慎介

　コロナ感染拡大の状況を鑑み、Zoomにて情報発信を行う特性や効
果を学んでもらえる研修会を開催いたしました。
　外部講師のLIFE LINES PRODUCTの岡崎健一氏、大津YEGのOBの
奥村篤士先輩、現役会員の中島敦君の３名が講師として講演頂き、SNS
の活用、世代に合わせた情報ツールや発信方法、継続する重要性などに
ついてお話してもらい様々な角度から学ぶことができました。
　例会で学んだことを活かし、会員それぞれが発信することで小さな発
信が広がり、大きな発信となり、大津全体の発信の一助となれば幸いです。
　お忙しい中、ご参加頂いた皆様ありがとうございました。また大津発信
委員会のメンバーの皆様には多大なお力添えをいただき、本当にありが
とうございました。
 大津発信委員会　北野　友美

12 大津商工会議所報 もっと! みらい　1月号

［編集］ 
大津商工会議所女性会
［題字］大道良夫会頭

大津商工会議所

女性会会報

コロナ禍のピンチをチャンスに！コロナ禍のピンチをチャンスに！
～頑張る女性会メンバーを訪問～ Vol.3

女性会メンバーで旅行代理店を経営されている辻野紀子さん。株式会社
BTXでは、コロナ禍を機に様々な分野、新たなアプローチでサービス展
開されているとのこと。そこで、その詳細を伺うべく、辻野さんに取材し
てきました。

新規事業立ち上げのきっかけはなんですか？
　元々は全国の結婚式場と締結し、ハネムーンプランニングを取り扱ってお
りましたが、コロナ禍の影響により、観光業界に所属する弊社の売上は大き
く減少しました。そこで、今まで培ってきたものを活かし、新しいサービスを
展開することを決意しました。

どのような事業を始められたのですか？
　今までの事業はオフラインが中心でしたが、新たにオンラインで運営が可
能な3つの新しいサービスに取り組んでおります。
　1つ目は、ブライダルモデルコンテスト「Miss. Bouquet」。こちらは、動画
配信サービスを活用したモデルコンテストです。全国から応募した花嫁を対
象とし、上位25人の方には各種メディアへの出演、海外旅行、賞品や賞金等
が準備されています。コロナ禍で疲弊した花嫁を応援したい、という思いか
ら始めました。
　2つ目は、新生活情報サイト「feel」。こちらは、「Miss. Bouquet」と関連し
て、結婚後から始まる新生活に必要となる情報をまとめたウェブサイトです。
ハネムーンや新婚生活、子育てなどの新婚夫婦が抱く疑問を解決できるよ
う、多くの役立つ情報を各分野のプロフェッショナルが配信しています。
　3つ目は、eスポーツに着目した「企業eスポーツ企業対抗戦」。こちらは、
老若男女、国や地域に関係なく楽しめるコンピュータゲームをテーマに、京
都と滋賀の企業で対抗戦を企画し地域を盛り上げたい、という思いから始め
ました。まだまだこれからの事業であるため、若者のエネルギーを活かしつ
つ、私自身もプレイヤーとして先陣に立ち、地域創生に貢献していきたいと
考えています。

読者へのメッセージをお願いします
　今までの経験や得意な分野を活かすことで、新たな航海に出ている弊社。
新しいことには不安はつきものですが、どんな時でも諦めないことが大切で
す。たとえ辛い時でも、自分を信じることで毎日の思考と行動が前向きにな
り、必ず未来を切り開くことができると信じています。そして、その心構えが
周囲の人々を巻き込み、より良い人脈構築と成功に繋がるのだと考えており
ます。
　これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

取材ご協力ありがとうございました！

辻野紀子さん（写真中央）

女性会会員／辻野紀子さん　　　事業所名／株式会社 BTX
住所／京都市中京区西ノ京東中合町５６　パレット御池2F
電話／075-823-3550　　　ホームページURL　https://btxinc.co.jp/
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１月の会議所行事予定
1/11（火）・13（木）　販売戦略個別相談会
1/12（水）　社長塾個別相談会
1/13（木）　マル経審査会 
1/15（土）　大津地域 創業塾個別相談会
1/19（水）　新春講演会
1/20（木）　青年部役員会
1/21（金）　青年部1月例会
1/24（月）　正副会頭会議
1/27（木）　創業サポート研修
1/27（木）　建設部会 新春会員の集い・セミナー 

会議所の動き

永年勤続優良商工従業員表彰式
　令和3年11月24日に、びわ湖大津プリンスホテルにおいて、
会員事業所に勤務しておられる従業員の方々の永年にわたる
ご功績を賞賛し、更なる勤労意欲の向上に役立てるため、永年
勤続優良商工従業員表彰を実施いたしました。
　受賞者は67事業所245名、うち当日出席者は36名でした。
また、参列の役員は12名でした。
　記念講演会では、地方独立行政法人 市立大津市民病院 感
染症科診療部長 大江秀典氏より、「新型コロナウイルス感染症
対策～市立大津市民病院の現状について～」をテーマに、市立
大津市民病院における新型コロナウイルス感染症への２年間
の対策や取組等について、ご講演いただきました。

市政功労者受賞おめでとうございます

大林　一郎 様

株式会社エスサーフ　代表取締役社長
（本所 副会頭）

永味　義國 様

あかね工芸社
（本所 工業部会会員）

　11月25日に大津市役所で行われた大津市表彰式
において、市の自治行政の振興や公益増進のご功績
が広く認められ、ご受賞されました。

〈会員事業所の活動紹介〈会員事業所の活動紹介〉〉

　令和3年春、日本電気硝子株式会社様より、コロナ禍における
地元飲食店の支援のため、社内でお弁当フェアを実施したいと
当所へご相談がありました。会員事業所様から参加ご希望の飲
食店様をお取次ぎし、3月から12月（夏季を除く）の期間、飲食
店様のお弁当を仕入れて昼食時に社内食堂で提供するお弁当
フェアを計9回開催いただきました。度重なる緊急事態宣言等
の発令により先が見えない状況において、地元飲食店様の大き
な励みとなりました。

日本電気硝子株式会社 様
地元飲食店応援のお弁当フェアを実施

検定試験のご案内

 第160回日商簿記
◆試 験 日　2022年2月27日（日）
◆試験開始時間　〈3級〉9：00～ 〈2級〉13：30～
◆試 験 会 場　ピアザ淡海・滋賀県立県民交流センター（大津市におの浜1-1-20）
◆受験料（税込）　2級/4,720円 3級/2,850円
　　　　　　　 その他に受験票送料63円+ネット受付事務手数

料550円が必要です。
◆申 込 方 法　ネット申込のみです。窓口・郵送申込はございません。
◆申 込 期 間　2022年1月11日(火)～2022年1月31日(月)
　　　　　　　※ コンビニ決済・Pay-easy決済の方は2022年1

月30日(日)まで

◆そ の 他　 定員制のため、定員に達し次第、申込期間内でも
申し込みを締め切る場合があります。

　　　　　　　 最新情報は当所ホームペー
ジにてご確認ください。

　　　　　　　 2・3級ネット試験について
は、日本商工会議所検定試
験ホームページでご確認ください。

◆お問い合わせ先　大津商工会議所　検定試験担当
　　　　　　　TEL 077-511-1500（平日9：00～17：10）
　　　　　　　e-mail　gyomu@otsucci.or.jp

大津商工会議所HP 日本商工会議所検定試験HP
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会員  事 業 所の皆様の経営を
インターネットを通じてサポートします。
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