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PARTNER INFORMATION

貴社の商品やサービスをPRしませんか？ TEL.077-511-1500　E-MAIL：somu@otsucci.or.jp【お問合せ】大津商工会議所企画総務部

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

滋賀県、堅田の銘柄鶏
「淡海地鶏」と、
琵琶湖の湖魚、地産の季節野菜。
厳選した滋賀の銘品や
老舗の逸品を使用して
皆様をおもてなしいたします。

〒520-0047
滋賀県大津市浜大津一丁目４‒１(旧大津公会堂 地下１階)
Lunch 12：00-14：30（土日のみ・不定休あり）
Dinner 18：00-22：00（水曜日定休・不定休あり）

☎077-572-6356

淡海料理Tovin

Dinner 8,250円（サービス料別）
※Dinner、Lunchともコースのみのご提供、完全予約制 ※Lunchは土日のみ（その他の曜日は要相談）

Lunch 6,050円（サービス料別）

ootsutovin

https://www.hotpepper.jp/strJ001251111/
前日までの完全予約制
ネットでご予約→

炭火焼鳥重 TORI あわせ弁当
一人前 2,160円(税込)
＊ご注文は2個より、ご予約は前日まで、
  近隣への配達は要相談

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

1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

LANDPASS 森　 和 樹 大津市柳が崎5-19-902 遊漁船業・アパレル販売・
映像作成

琵琶湖で遊漁船業をはじめました。フィッシングアウトドアを楽しんでもらうことで、
滋賀の魅力を伝えていきます。

㈱大生警備 齋 藤　 圭 太 大津市大萱５丁目7-4　
A-101 警備業 警備のご用命がありましたら、よろしくお願い致します。

㈱tobi　LIFE 江 川　 亨 大津市南郷２丁目1-1　
南郷ハイツ2-G

損害保険、生命保険、
代理店 全てのお客様の生活に寄り添っていく、保険代理店を目指しております。

合同会社Care q’ｓ 山下　友規子 大津市際川3-33-2 高齢者デイサービス
地域密着型通所介護 少人数で家族と過ごしているような場所を提供したいと、職員一同日々奮闘してます。
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事業者の生活安定と将来設計を
支援する小規模企業共済制度

～経営者の退職後のゆとりある生活を応援～
　小規模企業共済制度は、国の機関である中小機構が運営する小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのた
めの積み立てによる退職金制度です。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れも
できることから、全国で約153万人（2021年3月現在）が加入されています。
　今回の特集では、将来に備えつつ、契約者が様々なメリットを受けられる小規模企業共済制度をご紹介します。

特 集 地域活性Project@大津

（図1）加入状況 （図２）共済金受給状況

沿革

廃業時の生活安定や事業再建、社会保障の不備補充のために発足
　1965年（昭和40年）に始まった「小規模企業共済制度」
は、小規模企業経営者、個人事業主、会社等の役員の方が
廃業や退職の事態に陥った際、その後の生活安定や事業

再建に備え、資金を準備しておくための共済制度で、50年
以上の歴史があります。

加入・受給等の状況
　加入できるのは、常時使用する従業員が20名
（宿泊業・娯楽業を除くサービス業と商業では
5名）以下の個人事業主やその経営に携わる共
同経営者、会社等の役員の方々。配偶者や後継
者も条件を満たせば共同経営者として加入で
きます。（表１）
　ここ数年の加入者数は右肩上がりに増加し
ています。（図１）
　令和2年度の受給状況は、1,000万円以上
の共済金受給者が19,219人、共済金受給額
の平均は1,130万円、共済金受給者の平均在
籍年数は約19年となっています。（図２）

（表1）加入資格

業種
常時使用

従業員数または
組合員数

経営者・役員
個人事業主の
共同経営者
（2名まで）

建設業・製造業・運輸業・
宿泊業・娯楽業・
不動産業・農業

20人以下 ○ ○

卸売業・小売業・サービス業
（宿泊業・娯楽業以外） 5人以下 ○ ○

企業組合・協業組合 20人以下 ○ －

農事組合法人 20人以下 ○ －

士業法人
（弁護士・税理士等） 5人以下 ○ －

※「常時使用する従業員」には家族従業員・臨時従業員・共同経営者は含まれない

3大津商工会議所報 もっと! みらい　2月号

梅に鶯
うめ　　　　うぐいす

表紙提供：大津絵の店

　梅の花と鶯というのは非常に古典的
な組み合わせで、大津絵でも何種類か
あります。この絵はその中でもさらに
定番の、紅白の梅が描かれています。
　江戸後期の大津絵の特長ともなって
いる筆勢をいかした簡素な描法が、梅
の花などの表現に存分に表れており、
古典的な図柄ながら一目で大津絵と分かる絵です。
　梅の花は白い胡粉を塗った上に、朱が置いてあり、その色合いか
らか非常に縁起のよいものと受け取られるようです。

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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共済金の受け取りについて

詳しい説明は中小機構ホームページにてご覧いただけます。

お問合せ先　大津商工会議所　企画総務部　TEL.077-511-1500

もっと知りたい小規模企業共済 今日からおトク、未来もナットク。 会社役員のための小規模共済

加入シミュレーション小規模企業共済とは 中小機構公式チャンネル（YouTube）

　個人事業の廃業や会社の解散などの際に、ご請求いただくことで共済金を受け取れます。

（例）掛金月額5万円の場合

掛金納付年数 掛金合計額

➡
共済金受給額

共済金A 共済金B
５年 3,000,000円　 3,107,000円　 3,073,000円　
１０年 6,000,000円　 6,453,000円　 6,304,000円　
１５年 9,000,000円　 10,055,000円　 9,702,000円　
２０年 12,000,000円　 13,932,000円　 13,294,000円　
３０年 18,000,000円　 21,740,000円　 21,059,000円　

共済金A：個人事業の廃業、事業主の廃業に伴う共同経営者の退任、法人の解散など
共済金B：年齢65歳以上かつ納付年数が15年以上、65歳以上で役員退任など

新型コロナウイルスの影響でお困りの事業者の方へ
大津市事業継続応援給付金のご案内

　滋賀県のまん延防止等重点措置及び緊急事態措置の影響により、令和３年７～１０月の間に
売上が減少した市内中小企業者等の事業継続を支援します。

給付金額 中小企業者等：20万円
個人事業主　：10万円

申請方法 郵送（ホームページから申請書をダウンロードし必要事項を記入のうえ提出）

問合せ先 大津市産業観光部商工労働政策課（平日9:00～17:00）
TEL.077-528-2754または077-528-2755

申込締切 令和4年2月28日（月）（消印有効）
※申請は給付対象者１者につき１回です。
※給付には滋賀県事業継続支援金を受給しているなど条件があります。
　詳しくはホームページにてご確認ください。

大津市ホームページ
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　月々の掛金は、1,000～70,000円の範囲内（500円単
位）で自由に設定が可能。掛金は、個人の預金口座からの
振替による払込みとなり、振替日は、毎月18日（18日が休
日の場合は翌営業日）、掛金の納付方法は、月払い、半年払
い、年払いから選択できます。
　加入後も増額・減額ができ、例えば、業績が好調の時は

70,000円を掛けておき、経営状態が悪化した時は1,000
円に減額するといった柔軟な対応が取れます。
　そして、大きなメリットは税法上の優遇措置があることで
す。確定申告の際、全額を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、1年以内の前納掛金も控除
できるため、高い節税効果が期待できます。（図３）（表２）

おトクな３つのポイント

〈ポイント1〉　掛金は加入後も増減可能、全額が所得控除

　契約者は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度が利用できます。低金利で、即日貸付けも可能です。

（いろいろな貸付制度）
　一般貸付け ／ 緊急経営安定貸付け ／ 傷病災害時貸付け ／ 福祉対応貸付け
　／ 創業転業時・新規事業展開等貸付け ／ 事業承継貸付け ／ 廃業準備貸付け

〈ポイント３〉　低金利の貸付制度を利用できる

（図３）小規模企業共済等掛金控除

（表２）掛金の全額所得控除による節税額一覧表

＊中小機構ホームページ加入シミュレーションで「加入後の節税効果」をご確認いただけます。

　共済金は、退職・廃業時に受け取り可能で、満期や満額は
ありません。共済金の受取方法は「一括」「分割」「一括と分
割の併用」の3種類があります。一括受取りの場合は「退職

所得扱い」、分割受取りの場合は「公的年金等の雑所得扱
い」となり、税制メリットもあります。

〈ポイント２〉　共済金の受取りは一括・分割どちらも可能

＊中小機構ホームページ加入シミュレーションで「将来お受け取りいただける共済金」をご確認いただけます。
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会議所TOPICS 会議所TOPICS

中小企業庁HP　事業再構築補助金採択事例 https://jigyou-saikouchiku.go.jp/cases.php

　事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待しづらい中、ポストコ
ロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援する制度です。今年度は第４回
までの公募が終わり、第５回の公募が始まっています。当所における申請者の多くが小規模事業者であり、業種は飲食店から
製造業まで様々です。当補助金を申請する上で自社のそれまでの取組、内部環境、外部環境等の詳細な分析を行い、今後の方
向性を導き出すことが重要です。事業再構築補助金・採択事例のページで、これまでに採択された事例が紹介されていますの
で、他社の事業計画書・事例も参考にしながら、事業計画書の作成をすすめても良いかもしれません。大切なのは、「補助金の
ための事業計画」ではなく、「ウィズコロナ・ポストコロナ時代の環境変化を新たなビジネスチャンスととらえた事業計画」を
策定していただくことです。
　当所では、経営指導員が会員の皆さまの申請サポートを行っておりますので、まずはご相談ください。

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

　次年度については2021年12月21日に令和３年度補正予算が成立し、2022年度も引き続き継続される予定です。今後の制度の概
要については以下をご確認ください。なお、新しい申請類型での公募は第６回からとなり、第５回は第４回と同じ申請類型での公募と
なる予定ですのでご留意ください。

【次年度以降の予定】

（※1）補助下限額は100万円　（※2）従業員規模により異なる　（※3） 6,000万円超は1/2（中小のみ）、4,000万円超は1/3（中堅のみ）

（第３回までの当所支援事業者採択状況）
申請者数

第１回

第2回

第3回

12

4

8

5

2

6

41.6％

50％

75％

36％

44.8％

44.4％

採択者数 当所採択率 全国採択率

申請類型と補助金額・補助率（第６回から）

申請類型 補助上限額（※１） 補助率

最低賃金枠
（最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい事業者に対する支援） 500万円、1,000万円、

1,500万円（※２）
中小3/4
中堅2/3

中小1/2
中堅1/3

中小2/3
中堅1/2
（※３）

2,000万円、4,000万円、
6,000万円、8,000万円（※２）

1億円

中小１億円、中堅1.5億円

回復・再生応援枠
（引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者に対する支援）

通常枠
（事業再構築に取り組む事業者に対する支援）

大規模賃金引上枠
（多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして
 生産性を向上させる事業者に対する支援）

グリーン成長枠
（研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の
 解決に資する取組を行う事業者に対する支援）

事業再構築補助金に
チャレンジしてみませんか

会議所TOPICS 会議所TOPICS
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令和3年所得税・消費税確定申告相談会のご案内
（及び復興特別所得税）

《相談時にご持参いただきたい主な書類等（参考）》
■税務署から確定申告書類（所得税・消費税）が送付されている方はその申告書用紙
■前年分の確定申告書等の控　　■決算に必要となる帳簿関係書類　　■ご印鑑
■生命保険料・個人年金保険料・地震保険料等の控除証明書　　■その他確定申告に必要な関係書類　など

《お申込・お問合わせ先》大津商工会議所 中小企業振興部　〒520-0806 大津市打出浜2-1コラボしが21 9Ｆ
ＴＥＬ 077-511-1500　ＦＡＸ 077-526-0795

無料・予約制

【 日　時 】 令和4年2月28日（月）10：00～ 16：00
【 場　所 】 大津商工会議所　会議室
【 対象者 】 個人事業主の方
【 時　間 】 お一人様３０分
【 申込み 】 ご希望の日・時間をご記入の上、ＦＡＸ・申込フォームにて事前にお申し込みください。
※先着順にて受付しますがご希望に沿えない場合がございます。その際にはご連絡の上調整させていただきます。
※申告書にマイナンバーの記載が必要である関係上、当相談会場で申告書等をご提出いただくことができませんので
　予めご了承ください。
※会場に入られる際にはマスクを着用してください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、延期または中止の可能性もありますのでご了承願います。

大津商工会議所では近畿税理士会大津支部所属の税理士による令和3年分の所得税及び
復興特別所得税と消費税の確定申告相談会を下記の日程で開催いたします。
※受付は、事前予約制(先着順)となります。お早めのお申込みをお願いいたします。

●特定（産業別）最低賃金改正のお知らせ ●滋賀県最低賃金　時間額896円
　（令和3年10月1日発効）

　滋賀労働局　賃金室　℡（077）522‒6654
　大津労働基準監督署　℡（077）522‒6616
　https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/

お問い合わせ先

（令和3年12月30日発効）
窯業・土石製品製造業
一般機械器具製造業
精密・電気機械器具製造業
自動車・同附属品製造業

942円
953円
939円
957円

時間額

当所では、資金調達や補助金の相談、販路開拓等、経営に関することでお困りの事業者様向けに、
オンライン（Zoom）による非対面で経営相談等が受けられるサービスを行っております。
当所では、資金調達や補助金の相談、販路開拓等、経営に関することでお困りの事業者様向けに、
オンライン（Zoom）による非対面で経営相談等が受けられるサービスを行っております。

「オンライン相談」をご利用ください「オンライン相談」をご利用ください

ご不明な点は、大津商工会議所 中小企業振興部
までお気軽にお問い合わせください。

TEL：077-511-1500

ご利用にあたって（注意事項）
•インターネットにつながる端末（スマートフォンやパソコン等）が必要です。
•端末に“Webカメラ、マイク、スピーカー” が付いていない場合は別途ご用意ください。
•ご利用にかかるデータ通信料はお客様のご負担となります。

相談料は
経営指導員が

ご相談に応じます。

無料、
■ 相談日　平日9：00～17：00　　　　　■ 相談時間　最大60分間　※事前予約制
■ 相談員　大津商工会議所　経営指導員等
■ その他　オンライン会議アプリ「Zoom」をご利用いただきます。予約や
　　　　　 業務の状況によって、ご希望に添えない場合があります。

相談予約フォーム⇒
予約申込みは、当所ホームページ
http://www.otsucci.or.jpから可能です。

会議所TOPICS 会議所TOPICS
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企業Data

キラリ！
vol.

46 湖都の商い人

専業主婦から経営者へ

　陶芸家の岩崎政雄氏と結婚した当時は専業主婦だった
という岩崎三知子社長。バブル不況で陶器が売れなくなっ
た時に、なんとか夫を支えたいと苦労の末に起業を決意
し、まったくの未経験から経営や営業に取り組むことになり
ました。
　大津市木戸にある築250年のヨシ葺き古民家と隣接す
る蔵を購入して、陶芸工房『日ノ出窯』を開いた政雄氏は、
ここで『龍

りゅうそうかいらぎ
爪梅花皮』という独自のスタイルを試行錯誤し

ながら確立しました。
　『龍爪梅花皮』は、龍の爪痕のようなちぢれ模様が特徴
的な新感覚の和陶器で、電子レンジ・オーブン・食洗機に
対応できることから日常使いの陶器として販売を開始しま
した。
　一般家庭に愛好者が多かった『龍爪梅花皮』ですが、
三知子社長が販路を拡大したことで、有名ホテル、高級
料理店、有名雑誌で高い評価を得て採用されるようにな
りました。また、海外にも販路を拡げ香港に輸出されて
います。

おもてなし事業部を開始

　三知子社長は、2020年に国の登録有形文化財に登録さ
れたヨシ葺き古民家を活用して、滋賀の特製ランチ・究極
の煎り立てほうじ茶体験・茶葉も食べる驚愕の煎茶体験・
陶芸ろくろ体験などのおもてなし事業を始めました。
　また、葦刈りや葺き替えもご夫妻で行い、大切に守って
きた古民家をご案内説明する『ヨシ葺き古民家見学コー
ス』をスタートする予定で、現在準備が進められています。

多岐にわたる事業展開

　「関わったすべての人に幸せ・喜び・感動を提供し、社会に
貢献する」という経営理念を掲げる同社。
　大きな時代の変化で、これから新たなビジネスを起業す
る人が多くなることが予想されています。
　三知子社長は専業主婦から経営者となり、多岐にわたる
事業展開を行ってきた豊富な経験をもとに起業を志す人を
サポートしていきたいと、「実践型の事業家塾」を始める準備
をされています。

代表 岩崎 三知子 住所 〒520-0514　大津市木戸1008番地 
TEL 077-592-2518
HP https://www.michiko-as.com

この世にひとつの優美なちぢれが魅力 琵琶湖が望める古民家の本社・日ノ出窯ギャラリー 龍爪梅花皮と滋賀県の特産物を楽しむランチ 実践型の事業家塾を始める準備が進められている

株式会社みちこアソシエイツ
代表取締役

岩崎 三知子氏

築250年の「登録有形文化財ヨシ葺き古民家」で起業
専業主婦から経営者へ波乱万丈な半生

9大津商工会議所報 もっと! みらい　2月号



代々受け継ぐ名物の鯉の煮付け
　二葉屋は戦前から、立木観音や岩間寺に参詣に来られる
方に食事や宿を提供していました。第二次大戦後、戦地か
ら戻ってきた先代が料理屋を再開しましたが、物のない時
代でしたので、農業や山仕事をしながら、瀬田川で魚を獲っ
たりもしていました。当時は琵琶湖の幸や川魚を調理した
お料理をお出しすると、たいへん喜ばれたそうです。
　特に鯉を甘辛く炊いた煮付けは今も二葉屋の名物で、私
も息子も板場に立ち、伝統の味を受け継いでいます。今で
はお客様の好みも多様化して、川魚だけのお食事というわ
けにはいきませんが、この味はこれからも残していかなけ
ればと思っています。
　世の中が落ち着いてくると、毎月17日の立木観音の月
参りには多くの参詣者でにぎわうようになり、風光明媚な
瀬田川沿いで歴史ある洗堰の近くに立地していることも
あって、観光で来られる方の利用も増えました。さらに、昭
和38年に石山南郷温泉が開湯すると、京阪神から大勢の
お客様が遊びに来られるようになりました。

豊かな瀬田川の幸を屋形船で提供
　人気を博したのは、旅館が所有する屋形船で瀬田川を遊
覧し、網で獲った魚をその場で調理して提供する『あみ船』
と呼ばれる船遊びです。瀬田川は昔から、しじみやうなぎ、
どじょう、鯉や鮒、鮎やもろこなどの漁場でした。
　当館にも３艘の屋形船があって、近隣の農家の方に船頭
さんをしていただいていました。最盛期には南郷に７軒の
旅館があり、旅館所有のあみ船が瀬田川を行き交う姿は壮
観でした。
　坂本港から大津港、石山寺港、南郷港を結んだ遊覧船
が就航していて、船に乗って来られるお客様もたくさんお
られました。また、昭和41年に南郷水産センターが開園す
ると、家族連れで観光に来られるお客様も増えました。二
葉屋はもともと平屋でしたが、お客様が増えるのに合わせ
て、営業しながら増築、新築を繰り返しました。
　旅館の板場をしながら、滋賀県調理師会の会長のほか、
さまざまな役を引き受けて、地元の発展、観光振興のため
無我夢中でやってきました。平成19年には、「食」「調理」の
道一筋で、家業や地域の食文化や技術継承に尽力したとし
て勲章をいただきました。これも昭和38年に結婚して以
来、女将として旅館と家庭を守ってくれた妻のおかげと感
謝しています。

青山 忠勝さん今回の語り手　二葉屋

人気を博した瀬田川の船遊び

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（瀬田川洗堰）：大津市歴史博物館

現在の建物になる前の二葉屋。その前は平屋だった。

人気を博した船遊び用の屋形船。

瀬田川洗堰近くであみ船や釣りをする人々。（昭和36年撮影）

現在の建物の建設風景（平成５年頃）
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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！～

12月例会
プロフェッショナル　わたしの流儀

～女性が輝くYEG～
　組織の拡充と共に女性の活躍を推進する例会を、オンライン講演会とグ
ループディスカッションの２部構成で開催しました。まだまだ女性会員の割合
が少ない大津YEGに新しい風をもたらす為、女性会員の増強を目的とし、商
工会議所にご後援いただき、女性オブザーバーの参加を募ったオープン例会
としました。
　第１部では、守山YEG副会長の山本晶子氏と、八日市YEG副委員長・滋賀県
青連六方よし特別委員会委員の橋本真奈美氏にご講演いただきました。女性
ならではの視点でYEG活動にどの様に取り組み自事業に活かしているのか、
他単会で実際にご活躍されるお２人の貴重なお話をお伺いできた素晴らしい
講演会となりました。どんなことにも前向きなお２人の考え方や取り組む姿勢
には共感、感動したというお声を多くいただきました。
　第２部では、大津YEG会員とオブザーバーによるグループディスカッション
を行いました。事業のPRや、今後の事業拡大への課題等を共有することでビ
ジネスマッチングの機会を作り、YEGを自事業にどう活かすことができるの
かオブザーバーの皆様に知ってもらうことができました。
　また、例会後は任意参加でのオンライン忘年会を実施し、会員間や入会希望者との交流の場となりました。
　今回オブザーバーとしてご参加いただいた皆様と、今後は大津YEGの仲間として自事業と大津の発展を目指し、共に女
性の活躍の場を作っていくことができれば幸いです。
　お忙しい中、ご参加いただいた皆様有難うございました。また委員会メンバーの皆様、事務局の皆様には、多くのお力添
えをいただき本当に有難うございました。
 組織拡充委員会　委員長　富田　倫枝

只今、会員募集中！
大津商工会議所青年部に入会しませんか！

大津の若手経営者が集まる大津ＹＥＧは、地域の活性化事業や経営研鑽事業、そして経営者同士の交流活動などを行っていま
す。一緒に地域と自社事業を盛り上げましょう！

【入会資格および会費】
資格者は大津商工会議所の会員事業所の経営者、その後継者、もしくはその事業所が推薦している方で、4月１日現在で満20歳
以上45歳以下であれば、男女問わず入会できます。入会金は無料で、年会費24,000円が必要です。

大津商工会議所青年部事務局（田中・八田まで）
TEL：077-511-1500　/　FAX：077-526-0795
E-mail：yeg@otsucci.or.jp　 URL：http：//www.otsucci.or.jp/yeg/

ＹＥＧインフォメーション
令和3年度第2回定期総会・懇親会のご案内

開催日時：令和4年2月22日（火） 19：00～22：00　 開催場所：びわ湖大津プリンスホテル　 参加費：5,000円 （懇親会費として）
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、中止またはオンラインでの開催となる可能性があります。予めご了承ください。
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［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.4

女性会メンバーで、オリジナルブランドの陶器「唐橋焼」の制作販売と、
陶芸体験教室をご家族で経営されている若山るり子さん。有限会社唐橋
焼窯元では、コロナ禍というピンチにおいても様々な工夫を凝らし、お客
様に向き合ったサービスを展開されているとのこと。そこで、その詳細を
伺うべく、若山さんに取材してきました。

「唐橋焼」とはどのような焼物ですか？
　「唐橋焼」の最大の特徴は、琵琶湖の青を映した美しい琵琶湖ブルーと、モ
チーフとなっている幸せを呼ぶフクロウです。唐橋焼に描かれている、目を
閉じて夢を育む青いフクロウの姿には、「福が籠（こも）る」ようにという思い
が込められており、その陶器の一つひとつは、地域の人々にとどまらず、遠方
の方からもご愛顧頂いております。

コロナ禍ではどのような工夫を凝らされたのですか？
　瀬田川の畔で唐橋焼を創作して４０年以上が経ちます。これまで陶器の制
作販売と、陶芸体験教室の運営を続けてきましたが、コロナ禍の影響により、
陶器の販売売上は減少し、また、修学旅行生等を対象とした陶芸体験教室の
予約は相次いでキャンセルとなりました。
　そこで、私たちは、コロナ禍による企業間の訪問や面会の減少に着目し、
記念品や贈答品の注文を積極的に受けるようにしました。すると、対面での
面会が叶わない中で、人々の繋がりを大切に思う多くの方から、例年以上の
注文を頂くことができました。
　また、陶芸体験教室については、密を避けるために時間や作業場所を分
けて実施することを心がけ、徹底したリスク回避に努めました。それらに加え
て、県が実施している「今こそ滋賀を旅しよう！」事業と連携することで、より多
くのお客様にお越し頂くことができました。

読者へのメッセージをお願いします
　少しずつ客足が戻りつつある中で、私が大切にしていることは、当たり前
を継続させることです。そのため、どのような時であっても、来店してくれた
お客様一人ひとりの顔を忘れず、そのお客様に寄り添ったサービスを提供で
きるよう日々心がけております。コロナ禍で苦しい時でも、これまで大切にし
てきたことを信条に、お客様と向き合い続けていきたいと思います。
　現在があるのは、これまで支えてくれた周囲の人々や、補助金申請でお世
話になった大津商工会議所など、多くの方のおかげであると考えています。
皆さま、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！

若山るり子さん（写真中央）

女性会会員／若山るり子さん　　　事業所名／有限会社 唐橋焼窯元
住所／大津市唐橋町１８-５
電話／077-537-0543
ホームページURL　http://www.karahashiyaki.co.jp/
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専門家
ワンポイント
アドバイス ネットショップの屋号（商標）については

商標調査をし、商標登録をしましょう

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。

岸本特許事務所ホームページ
岸本特許事務所　岸本忠昭 氏（弁理士）
（専門分野：特許、実用新案、意匠、商標に関する手続き・調査、知的所有権の契約関係・係争関係）

寄稿：エキスパートバンク登録専門家

　インターネット上でショップを開業して商品を販売
することが広く行われています。このネットショップ
の屋号（商標）は、原則として自由に選ぶことができ
ます。
　しかし、商標については商標制度で保護されてお
り、登録された商標又はこれに類似する商標を指定
商品（指定役務）又はこれに類似する商品（役務）に使
用することは商標権の侵害となり、その商標の使用
が禁止されています。
　そこで、ネットショップの屋号（商標）を選ぶときに
は、独立行政法人工業所有権情報・研修館のデータ
ベース（J-Plat Pat）を用いて登録商標を調べ、他人
の登録商標と同一又は類似のものを選ばないように
しましょう。また、ショップの屋号（商標）を決めて使用
するときには、その屋号（商標）について商標登録出
願をし、他人が模倣して使用しないように商標権を
取得しましょう。
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２月の会議所行事予定
2/ 3（木）　インボイス制度対策セミナー
2/ 3（木）　青年部執行部会議
2/ 5（土）　大津地域 創業塾フォローアップセミナー
2/ 8（火）　サービス産業部会、小売商業部会

　役員・関係議員と大津市との懇談会
2/13（日）　第224回日商珠算・暗算検定試験
2/15（火）　正副会頭会議
2/15（火）　販売戦略講座 成果発表会
2/17（木）　マル経審査会
2/17（木）　青年部役員会
2/22（火）　青年部総会
2/24（木）　ワンランク上の商品・

サービス開発セミナー＆個別相談会
2/25（金）　コンベンションストリート活性化協議会実務者会議
2/27（日）　第160回簿記検定試験
2/28（月）　所得税・消費税確定申告相談会

会議所の動き
令和４年　新年賀会

　令和４年１月４日に、びわ湖大津プリンスホテルにおい
て、大津市佐藤市長様はじめご来賓・会員約150名の出席
のもと開催しました。昨年は新型コロナウイルス感染症の
影響により中止としましたが、今年は飲食を提供せず、感染
症防止対策を十分に行った上で実施しました。
　大道会頭の新年のあいさつでは、コロナ対策への支援、
デジタル活用による経営基盤の強化、後継者不足や働き
方改革など企業が直面する課題に寄り添った伴走型支援
を強力に取組んでいくこと、また、2025年大阪・関西万博
を見据えた大津湖岸に集積するコンベンション施設の活用
や、2023年開催のG7閣僚会議の誘致要望など、大津湖岸
エリアの活性化はもとより、これからの大津の発展に向け
て滋賀県や大津市をはじめ関係機関と一層連携を強めて
いく考えを述べられました。

びわ湖大津ビワコイ祭り関連イベント

特別対談
出演
松本円敦（大津江州音頭保存会会長）
山元智寛（びわ湖大津ビワコイ祭り実行委員会実施本部長 / 
                        大津商工会議所青年部会長）

岡田　洋（京阪ホールディングス㈱経営企画室事業推進担当課長）

“江州音頭の魅力と
 びわ湖大津”

アートエリア B1ウェブサイト
にてライブ配信!
こちらのアドレスよりご覧いただけます。

配信方法

▶http://artarea-b1.jp/archive/2022/02161749.html

※「びわ湖大津ビワコイ祭り」とは「びわ湖大津マザレ祭り」に代わる
　新たなびわ湖大津夏まつり事業イベントの名称です。

今年度のびわ湖大津ビワコイ祭りは京阪ホール
ディングス㈱が展開する、京阪沿線の歴史や文
化を紹介する「京阪沿線カフェ」との連携企画に
より、「江州音頭の魅力とびわ湖大津」と題した対
談をオンライン配信にて開催します。
江州音頭の歴史をはじめ、掛け声の「そりゃ、よい
と、よいや、まっか　どっこいさのせ」や踊りの振
り付けに込められた意味等をたっぷりご紹介。併
せて関連する夏まつり事業「びわ湖大津ビワコイ
祭り」についてもご案内します。

申込
不要無料

びわ湖大津ビワコイ祭り実行委員会（11団体）
（構成団体）大津市、大津商工会議所、大津商工会議所青年部、公益社団法人びわ湖大津観光協会、NPO法人浜大津観光協会、中央学区自治連合会、一般社団法人大津市商店街連盟、京阪ホールディングス株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、琵琶湖汽船株式会社、株式会社まちづくり大津（事務局）

主催

滋賀県、公益社団法人びわこビジターズビューロー、大津市教育委員会、大津江州音頭保存会、大津市民踊団体連合会、ＮＨＫ大津放送局、BBCびわ湖放送、株式会社エフエム滋賀ほか後援

びわ湖大津ビワコイ祭り実行委員会（㈱まちづくり大津内）  Tel.077-523-5010問合せ先

オンライン配信

18:30 20:00
水162/

開催日時

「びわ湖大津
ビワコイ祭り」の
ロゴマークが
できました！
ロゴデザイン／
成安造形大学3年生
BELLA ABIGAIL MESANY
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