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２０１７年より

５年かけて完成
した

「ぽるぜ」
２０２２年６月

より

イベントでの販
売を

スタートしまし
た。

いっぺんよばれ
てみぃ

初めてのイベント販売！
どうなるのか…と心配していまし
たが、好評をいただきお昼過ぎに
は完売。

全国植樹祭6月5日　

信楽産業展示館で開催された
「日本六古窯サミット」に出店。

日本六古窯サミット
「六古窯市」

10月７日〜10日

阿山Ｂ＆Ｇ海洋センターで開催
された、三重県の伊賀市商工会
主催に出店。（県外初出店）

いがSHOKOマルシェ
11月5日　

デ
ビ
ュ
ー
！

イ
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ン
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甲賀市商工会女性部WEB

おひるねアート教室 jel l ic le-box
ジェリクルボックス

坂 たまき さん

☎：090-8167-2432

　テレビで知った「おひるねアート」に興味を持
ち、自分でも撮影してみたくなり講師育成を経て
講師になりました。
撮影会では可愛い子どもさんの姿を楽しんでも
らえるのはもちろんですが、ママ同士が仲良く
なり、子育ての悩みや育児についてのコミュニ
ケーションの場、またママたちの息抜きの場に
なっていることが嬉しいです。
　ここ数年コロナの影響で開催が制限されてい
ますが、その間にも子どもはどんどん成長する
ので、その可愛い姿が残せるよう頑張りたいと
思います。

クラフト＆ギャラリー きりん
目片 まゆみさん

　陶芸の森近く、R307沿いにある陶
芸作家の作品を扱うお店です。今年で
20年目になり、１階は常設、２階は
ギャラリースペースです。「かわいい」
にこだわった陶器と陶人形等の作品
を多く取扱っております。

かわいい陶器と陶人形

甲賀市信楽町勅旨1993
営業時間：11：00～17：00　定休日：火曜日

☎：0748-60-4005

ミライキックス株式会社
 COCCALA BAKE&CAFE

西田　梢
　オープンして５年目となります。
　障害者就労継続支援施設を併
設しており、ハンデを持った利用者と共に日々パン作りを
行っております。毎日食べるものだからこそ、安心・安全で手
間暇を惜しまず一つ一つ丁寧にお店で手作りをしています。
　県内の公共施設等にも出張販売へ行かせて頂き、たくさん
の方に当店のパンや焼き菓子をご提供しています。イートイ
ンスペースもご用意しておりますので、ぜひ一度おこしくだ
さい。

里山の恵みがつまった素朴なパンと焼き菓子

さん

甲賀市甲南町野尻431
営業時間：平日 9:00～18:00 土日祝 8:00～18:00 

☎：0748-69-5167

Kulton 木村 みな
　ベビーマッサージ教室をしていた時に始めたサー
ビスがきっかけで、赤ちゃんの手形足形アートを始
めました。そのままでも可愛い赤ちゃんの手形足形
ですが、ママたちのコミュニティとしてアートを楽
しめます。子どもの成長の記念になると好評をいた
だいています。
　最近は押し花や木のプレートでアートしたり、コ
ラボ作品もお楽しみいただいています。皆さんと繋
がることで、コラボの幅が広がるといいなと思って
います。
甲賀市甲南町 ☎：090-7759-4339

クルトン

フセンクリーニング店
　ホテル・ゴルフ場の館内着とタオル類、
会社の作業着等をメインにクリーニング
しています
毎日パートさん５人と和気あいあいと、
仕事をこなしています。

甲賀市甲賀町大原市場152-2 ☎：0748-88-2636

大重 悦代さん

株式会社山平
　明治の時代より甲南で商売をさせて頂
いております。時代の流れに伴い製材業か
ら建築不動産へと業態を変えてきました。
今は、息子の時代となり注文住宅、リ
フォーム家具と活躍の場を広げています。

甲賀市甲南町寺庄1293 ☎：0748-86-2173

山本 裕美子さん

寝具・インテリアふくやま

　今で四代目の寝具インテリアの店
です。昨年末から寝具類を縮小して主
にインテリアの店を営業しています。

H11年知的障害者グループホームのオーナーとして、H31年
放課後等デイサービスのテナントオーナーとして福祉事業に
も関わっています。寝具の工場の空き地を利用した不動産業
を主軸にこれからの経営に繁栄させたいと思っています。
甲賀市信楽町長野553 ☎：0748-82-0545

福山 つる代 さん

廣瀬商事株式会社

　クリーニング屋さんの設備を
丸ごと提供している他、しみ抜き
スクールの開講や、通販サイトの
「業務用せんたく資材どっとこ
む」も好評で、全国からご注文を
いただいています。クリーニング
店専用のアプリの提供にも好評を得ています。
　令和4年度は創業60周年にあたるので、記念に残る年にし
て、来年度からは新たな気持ちで1才からのスタートをした
いと考えています。

甲賀市水口町北脇1418-1 ☎：0748-62-1634

廣瀬 好子さん

営業時間：8:00～17:30　定休日：第2土曜日、日曜日、祝日

営業時間：9:00～17:00　定休日：不定休

https ://www.hirose-shouj i .co . jp/

タツミ建設
　昭和54年に創業、土木工事を主に地元業
者様にご愛顧いただき、現在では解体、基
礎、造成、重機工事など、幅広くお仕事をさ
せていただいています。
日々お客様の幸福を祈りながら喜んで頂けることを願い次男、従業員
さんと共に仕事に励んでいます。
甲賀市土山町南土山甲78-36 ☎：0748-66-0113

安井 美子 さん

営業時間：9:00～17:00　定休日：日曜日

✚✚✚部員さん紹介✚✚

・赤ちゃんの

　おひるねアート

　撮影会開催

・背景制作

・写真編集

定休日：月曜日

さん

新入部員紹介
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4月15日4月15日
通常部員総会・脳トレセミナー

　女性部通常部員総会が開催され、提出
議案全て可決承認されました。
　総会終了後、甲賀市地域包括支援センターから講師をお迎えし「脳
トレセミナー」を開催。
　認知症について、様々な角度
からお話いただきました。認知
機能低下予防の一つとして「体
を動かし」同時に「頭を使う」
ことを、仲間と一緒に楽しみな
がら行うことが大事です。
　「甲賀流！脳トレ」間違い探しや足し算等でトレーニングしました。
いつまでも頭も身体も元気でいたいものです。

7月12日7月12日 県主張発表大会

　チャリティ事業として「笑いヨガ」を
日野町商工会にて開催。当日参加者によ
り集められた募金は、県女性連を通じて
交通遺児募金やユニセフに募金されます。

10月5日10月5日
近江いいことウォーク

　心配だったお天気も、持参したカッパを使うことなく、
歩くにはちょうど良い気候でした。
　なじみのある野洲市ですが、たくさんの遺跡が保存さ
れていることを知りました。
　ゴールの兵主大社では野洲商工会さまはじめ近隣の商
工会さまが物産展を出店してくださり、帰宅後も地元名産のおいしいものを堪能しました。
　主催スタッフのみなさま、野洲市のみなさま、ありがとうございました。

７月28日７月28日
“お金”のおはなしシリーズ講座開催

第１部「消費税インボイス制度」
　　　講師：中村憲司税理士

　この制度は 2023 年 10 月
から開始されるとあって、多
くの女性部員が参加し、質疑
応答でも様々な立場での疑問
点等が寄せられ、関心の高さ
が感じられました。

第２部「各種補助金制度」
　　　講師：瀬川隼也人氏

　限られた時間の中、
少し垣根の高い補助
金制度を身近にと、
分かりやすい説明を
してくださいました。

9月13日9月13日研修事業 ９月28日９月28日
ゴミ拾いウォーキング

12月8日12月8日 寄植え講習 12月27日12月27日 アレンジ講習

１月24日１月24日
アレンジ（壁飾り）講習

12月２日12月２日
ものづくり体験ツアーin信楽

（練習の様子）

（甲賀ビジネスサポートセンター・中小企業診断士）

9月1日9月1日
Bブロックチャリティ事業
（湖南市・竜王町・日野町・甲賀市）

講師：大原智和氏（水口園芸） 講師：小西律子氏（小西生花店）

講師：小西律子氏（小西生花店）

あなたの姿勢は大丈夫？
姿勢のプロによる
姿勢チェツク講座

「SDGs時代のバイオディーゼルの可能性
じぶんのしごとをパラダイムシフトする 」じぶんのしごとをパラダイムシフトする 」じぶんのしごとをパラダイムシフトする 」じぶんのしごとをパラダイムシフトする 」
講師：青山  裕史氏（油藤商事株式会社代表取締役）

（滋賀県環境自治推進員・地球温暖化防止推進員）

講師：近藤　恵美氏
（KCSセンター甲賀院院長）

　澤善幸せ創造館で高さ 20cm程のか
わいいたぬきを型押しで初めて作りまし
た。いろいろなたぬきがあり、焼き上が
りが楽しみです。お昼は料理旅館平岡屋
さんで「お昼のミニ懐石」をいただき心
もからだもポカポカ、お腹も満ぷく。午
後は信楽窯元・まちなみ散策で、会員さ
んのお店と朝ドラスカーレットのロケ地
を歩き、充実した一日でした。

　今年度は、当会女性部を代表し
て鈴木薫さんが「甲賀から全国へ
届けます！甲賀の魅力を！」と題
して、「ぽるぜ」の成り立ちから今
後の展開まで発表されました。

　商工会館を出発し、市役所やスポーツの森をウォーキン
グしながら清掃活動を行いました。思いの外少ないゴミの
量に拍子抜けでしたが、普段からきれいな街なんだと誇ら

しく感じました。秋空の
下、運動不足の解消にも
なり、清々しい気分で清
掃活動ができました。

拾ったものは大きかった！

　当日は、諸事情によりリモート発
表となり大変残念でしたが、発表に
向けて「ぽるぜ」の良さを再確認で
きたことに満足しています。
（エルピー㈱鈴木薫）
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