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部長あいさつ

新入部員挨拶

平素は多賀町商工会青年部の活動
に、多大なるご理解とご協力いただき
ましてこころより感謝申し上げます。
さて私が多賀町商工会青年部の部長
に就任して、早いもので２年が経とう
としています。1年目は雨続きでイベ
ントがほとんど中止になりましたが、
2年目は全ての事業が晴天でそのおか
げかソフトボ－ルで10年ぶりの県大
会出場、主張発表では滋賀県の代表に
選ばれ近畿大会出場と優秀な部員達に

本多　和義　【大津屋 本多酒店】

多賀大社前で地域や参拝者のお
土産などを販売しています。青年
部に入部させていただいたことで
色々な人たちと知り合うことができ
ました。そして、多くの行事に参加し
ているうちに、部員の皆さんが多賀町のことを深く
真剣に考えていることを知り、自分もその中の一部
員としてこれからの多賀町をさらに盛り上げていきた
いと思いました。決して若くはないですが、皆さんと
協力して一生懸命に頑張りますのでよろしくお願い致
します。

恵まれ部長としては嬉しい限りです。
心配していた青年部員の減少も皆の
勧誘もあって6人も入部してもらえま
した。しかも6人とも事業に積極的に
参加してもらえ、自分の入部時とは大
違いです。
今年度は、いろいろな事業があり確
かに大変でしたが、部員１人ひとりが
協力しあい、一丸となれたと思ってい
ます。
そういった色々な経験を生かして

藤内　真仁　【藤内工務店】

多賀町で生まれ育って36年。
18歳から家業「藤内工務店」で
大工をしています。
仕事で知り合った先輩の勧誘を受

けて、この度、青年部に入部させていただくことにな
りました。
青年部を通じて、たくさんのことを経験しながら、

多賀町を盛り上げるためにがんばっていきたいと思っ
ています。今後ともよろしくお願いいたします。

森本　圭一　【お食事＆喫茶 郷
ふるさと

】

お客さん同士が友達になれる様
なお店を作りたいと思っております。
ランチは、定食をはじめ丼物・

じっくり煮込んだカレ－が人気。定食
は醬油ベースのトンテキ定食がNo.1、
次にカレーが人気。夜は居酒屋営業をしており、夜
メニュ－も各種取り揃えており、ニンニクたっぷりの
ホルモン焼きが人気。
多賀町の活性化に繋がるように協力していきたい

と思います。

上池　範明　【上池商事㈱】

この度入部させていただきまし
た上池範明です。
川相でガス、燃料、設備関係の

仕事をしています。先輩のすすめに
より入部し、普段付き合いのない業種の
方たちにも仲良くしてもらい、今後の自分にとっても
いい勉強になると思っています。
青年部について、素晴らしい先輩たちに教わりな

がら、この青年部を少しでも盛り上げていけるよう、
お手伝いできればと思っています。まだまだ未熟者
ですが、どうぞよろしくおねがいします。

前田　拓馬　【前田司法事務所】

初めまして。司法書士の前田と

申します。

主に登記業務、各種法律相談

を取り扱っております。法律家と聞くと

『怖い』イメージをお持ちの方もおられると思いま

すが、親しみやすく相談しやすく相談しやすい環境を

作り、皆様にきめ細やかなサービスを提供できますよ

う、日々成長したいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

平塚　拓人　【ひらつか建築㈱】

多賀町で大工をしている平塚拓

人と申します。

現部長の和真さんから勧誘を受

け、２０歳という若い身でありながら商工会青年部に

入部させていただきました。

青年部の先輩方から多くの事を学び、少しでも青

年部を盛り上げていきたいと思います。

今後ともよろしくお願いします。

平成25年度活動報告!!	 eモールたがに「いいね！」をお願いします！

多賀バーチャル商店街 eモールたが
青年部では、平成25年
3月に多賀バーチャル商店
街「eモールたが」を立ち
上げました。
「eモールたが」とは、フェイスブックを活用して
インターネット上にお店を立ち上げ、顧客とのコ
ミュニーケーションを図るバーチャル（仮想）商店
街のことです。青年部だけでなく、町内の商工業関
係者の方々に顧客との関係強化、新規顧客の獲得、
商圏の拡大に役立てていただくことで町の活性化を
目指しています。
参加は、青年部だけでなく町内の商工業関係者の
方々に幅広く呼びかけています。ご興味のある方、
ぜひご参加の程よろしくお願いします!!

ＴＴＰさんにも協力してもらっています♬
多賀バーチャル商店街eモールたが
の取材を滋賀県立大学の学生さんＴＴ
Ｐさん（taga-town-project）に協力
してもらっています。
『ｅモールたがぶらり旅』と題して登

録事業所さんの所へ取材に行っていた
だき取材内容をe-モ－ルたがに投稿し
ていただいていおり、事業者さんの名
前の由来や仕事内容、オススメ商品、
など身近でも知らない情報を知れるの

で人気の企画となっています。
今後もＴＴＰさんと協力して色々な
企画を考えたいと思います。

登録事業所に「いいね！」をお願いします！	 eモールたが登録事業所

多賀バーチャル商店街 eモールたが・登録事業所一覧（3/1現在・順不同）

新しい青年部盛り上げ隊！ まだまだ未熟者ですがよろしくお願いします！

地域団体［Local Origanization］
Taga-Town-Project	 （大学生）
多賀町有線放送	 （通信・放送）
多賀町商工会青年部	 （商工会）
ショッピング［Shopping］
i-beans	coffee	 （珈琲豆販売）
安藤酒店	 （酒・ギフト）
きまぐれ市	 （野菜直売）
ゴルフパートナー	多賀店	 （中古クラブ）
コザイヤ	 （衣料販売）
渡辺糀店	 （味噌・糀屋）
㈱ニシザキ	 （ベビー寝具）
グルメ［Gourmet］
一休庵	 （うどんそば）
魚保keiji	 （一品料理）
和菓子処　さわ泉	 （和菓子製造）
藝やcafe	 （カフェ）
寿屋	 （菓子製造業）
みずほ製菓	 （あられ）

Wakkaya［ワッカ屋］	 （パン菓子業）
きくや	 （居酒屋）
多賀そば工房	 （手打ち蕎麦）
郷～喫茶＆お食事＆麻雀［貸卓］～	（喫茶・食事）
観光＆レジャー［Sightseeing & Leisure］
古民家友遊	多賀・八重練倶楽部	（古民家体験）
高取山ふれあい公園	 （キャンプ場）
製造［Manufacturing］
㈱	ケレス	たなか	 （天板製造）
三和醤油商店	 （製造・販売）
多賀㈱	 （日本酒）
㈱ミヤジマ	 （鍛造業）
暮らし＆住まい［Lives & Residence］
㈲A.SITE	 （建築デザイン）
大矢電器商会	 （電気工事業）
岸本電工	 （電気工事業）
杉原建具店	 （製造・工事）
丸賢建築	 （住宅・販売）
㈲マルシン久保田	 （建築）

㈱マルト	 （住宅建築）
㈱丸由	 （住宅建設業）
㈲丸弥製瓦所	 （屋根工事）
㈲司建材	 （建築）
㈱コザイ工業	 （みずまわり）
「Kurumi」	walnut	original	furniture	（インテリア）
㈱ひらつか建築	 （高性能住宅）
ビューティー＆ヘルス［Beauty & Health］
CLUB	HAIR	TAGA	 （美容室）
楓美容室	 （美容）
サービス＆専門［Serveice & Speciality］
Qve[design	communication]	（デザイン）
大和商会	 （洗濯屋）
㈱タガグリーンワークス	 （花と植物）
㈲安田溶工所	 （建設機械）
西澤登記測量事務所	 （不動産登記）
西澤モータース	 （自動車）
㈱木村重兵衛商店	ガソリンスタンド部	（ガソリン）

自分はもちろ
ん、部員１人
ひとりが今より
も一段、二段とス
キルアップを図りながら、若手経営者
として、また地域のリ－ダ－として、
この厳しい時代を乗り越え、未来を創
造するための決意と行動を示していっ
てほしいと思います。
今後とも青年部活動にご協力のほど
よろしくお願いいたします。
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多賀町商工会青年部ｅモールたが

今よりも一段、二段とスキルアップを
多賀町商工会青年部　部長　岸本　和真 （岸本電工）

青年部では商工業の総合的な改善発展を図るとともに、
研修事業、まちづくりなどの地域振興事業、親睦事業などを
行っています。加入できる方は、商工会に加入している事業所で、40歳までの経営者（候補）の方です。
お問い合わせは、お近くの青年部員または多賀町商工会事務局（TEL48-1811）まで。

ただいま部員募集!!求む
！

青年部
楽しいよ〜
入ってね♪

ｅモールたがぶらり旅
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活動報告

平成26年度、盛りだくさんの事業を開催しました！ 平成27年度もかっ飛ばしていきます！

6月11日、滋賀県商工会青年部ソフ
トボール大会が開催されました。今年
は甲良町のグラウンドで熱い戦いが繰
り広げられました。
新戦力も加わり、気合十分。練習は
少なめでしたが、いざ本番。1回戦・2
回戦と順調に勝ち上がり決勝戦へ。決
勝戦の相手は、合同練習をした愛荘町
商工会。この時点で県大会の出場が決
まっていましたが、ここまで来たら優勝
して県大会へ。
青年部と言ってもほとんどが30歳

オーバー。1日3試合はとてもしんど
かったですが、優勝してしまいました!!	

そして県大会へ。県大会は9月3日、
長浜ドームで開催されました。相手は
予選を突破してきただけあって手ごわ
かったです。からく
も勝利して2回戦の
昼食をとって、すぐ
の試合。みんな動き
出しが鈍かったよう
な……。
逆転したけど逆転

され、ケガ人まで出
してしまい、最後に
は負けてしまいまし
た。これ勝てば決勝

戦だったのに。
来年こそは優勝を

目指して頑張りまます！

１０月１９日に開催されました『第9
回多賀ふるさと楽市』に青年部も出店
させていただきました。青年部では、
バ－チャル商店街『eモールたが』の
体験コーナーのブースを設けました。
iPadでテレビ画面に写し出した『e
モールたが』
を実際に見て
触れていただ
きました。
たくさんの
方々に体験
していただき
『ｅモールた
が』の魅力を
発信できま
した。

9月17日、多賀町商工会館にて「実用フェイスブックセミナー」を開催しまし
た。これは前回の「千客万来セミナー」のステップアップとして、より深く内容
に入り込み、フェイスブックをもっと使おう、というコンセプトで開催しました。講
師は、前回に引き続き佐川博樹先生にお越しいただきました。今回も佐川先生の
ユーモアあふれるお話でセミナーは進み、とてもわかりやすく教えていただきまし
た。また佐川先生の和やか
なお人柄もあって、参加者
の質問も多く出て、活気に
満ちた時間となりました。
セミナー後、参加者の皆
さんからは「内容が実用的
でヒントになった」との声
も聞かれ、充実した時間と
なりました。

１１月１６日、高取山ふれあい公園にて『たか
とり森の学び舎～森と緑のふれあい体験～』を
開催しました。青年部で毎年取り組んでいる目
玉となるイベントです。
参加者は９８名で天候に恵まれ大盛況に終える

ことができました。本事業は多賀町の自然を楽
しみ、そして森林について学び感じていただき
たく、大滝山林組合、農家レストラン多賀里の
駅さんのご協力のもと開催しました。
内容は、森林ウォークと間伐材を使った木工
体験、カンナ削り体験、昼食には多賀の鹿肉を
つかった鹿肉カレーを振る舞い、最後に記念植
樹をしました。
今後も多賀の自然という資源を活かした事業

を計画し、多賀の魅力を伝えていきたいと思い
ます。

9月10日、ボストンプラザ草津にて青年部主
張発表大会が行われました。
Ｃブロック代表として古川良則さんが発表し
ました。主張発表の結果はなんと見事優勝でし
た。多賀町青年部の事業をたくさんの方々に
知ってもらういい機会になりました。

ふれあい上石津に岸本部長、澤田監
事、杉原副部長、古川副部長、川崎副
委員長の5名で参加しました。
岐阜県上石津町にて開催されている
市民祭りで、多賀町の魅力発信として
糸切り餅（多賀やご協力）を販売して
きました。総数180箱が完売で多くの
方に多賀銘菓を堪能いただけました。
上石津町は隣町であり商工会青年部
同士での交流が長く続いています。

2月３日、ホテルニュ－オウミにて未
来創事業造研修会が開催され、青年部
７名で参加してきました。
県内の各商工会が行っている事業活
動の成果発表や特色ある取り組みにつ
いて情報交換を行う交流会です。
我々青年部はスライドを使い昨年に
開催した高取山での事業『地域と人と
事業者を繋げる地域資源を使った複合
体験事業』を発表してきました。

発表者は、大矢委員長・前田君で
堂々と行い青年部の事業をたくさんの
方に紹介してきました。また当日は、
活動事例展示交流会・情報ネット交流会
（各会報誌・ホ－ムページ観覧）など
情報交換の場もあり有意義な一日とな
りました。
参加者そして、大矢委員長・前田君

お疲れ様でした。

滋賀県商工会青年部ソフトボール大会

ふるさと楽市

実用フェイスブックセミナー

たかとり森の学び舎 〜森と緑のふれあい体験〜

青年部主張発表大会

ふれあい上石津 滋賀県商工会青年部・女性部未来創造事業研修会

氏　　　名 事　　業　　所

部 長 岸 本 　 和 真 岸 本 電 工

副 部 長 杉 原 　 圭 杉 原 建 具 店

副 部 長 古 川 　 良 則 ㈱タガグリーンワークス

監 事 澤 田 　 藤 茂 和 ㈱ マ ル ト

監 事 西 澤 　 英 昭 ニシザワモータース

ｅモールたが

多賀町商工会
青年部

部員紹介　
（平成２7年３月現在）

総
務
委
員
会

委 員 長 久保田進吾 有限会社マルシン久保田
副委員長 安藤　義浩 丸賢建築
副委員長 川﨑　裕太 株式会社木村重兵衛商店

森本　圭一 お食事＆喫茶　郷
本多　和義 大津屋　本多酒店
藤野　全久 藤家
矢守　嘉樹 毎日牛乳多賀販売所
上池　範明 上池商事株式会社
北川　恵司 魚保	-keiji-
西澤　彰朗 西澤登記測量事務所
岸辺　俊弥 有限会社丸弥製瓦所
植野　泰治 植野建築
木村浩一郎 株式会社木村重兵衛商店
喜多　一司 有限会社司建材

ひ
と
・
ま
ち
交
流
委
員
会

委 員 長 大矢　功次 大矢電器商会
副委員長 辻田　勝司 辻田工務店
副委員長 古川　雄一 株式会社古川シェル

前田　拓馬 前田司法書士事務所
岸辺　知也 有限会社岸辺瓦工務店
内堀　直樹 きくや
田中　和洋 田中電機
藤内　真仁 藤内工務店
西 崎　　 匠 株式会社ニシザキ
平塚　拓人 ひらつか建築株式会社
辰野　弘之 HIRO	GARDEN
谷川　克弥 多賀ゴルフ練習場
富田　和平 富田左官店
西村　政治 西村製作所


