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U R L／http://teamlove.jp/

至小町トンネル

羽島保育園
●

日間
交差点

ｔｅａｍ ＬＯＶＥ

ブライダル現場にて長年培った技術と経験をもとに、2012年創業から6年目の個人事業主で
す。研修・自社商品物販を軸として事業を営み、ブライダル業界にて学んだことを、社会貢献
に繋げるべく行動を指針としております。研修事業は、仕事力を高める「ナレッジ・スキル・
マインド」のバランスが基本です。人が人から学び、教え育成する教育の仕組みを常に進化さ
せて参ります。又、自社商品「ボンボンヒップ」が、ＴＶ東京ＷＢＣ2017年間トレたま大賞に
て特別賞「大江、大浜賞」を受賞することができました。ありがとうございます。業界初、地
元倉敷発の「ボンボンシリーズ」は、アイテムを増やしブランド化の予定です。世の中が求め
るモノ、コトを創造し、挑戦し続ける企業として、新たな展開を発信して参ります。
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創業５１年を迎える倉敷唯一
のおかき製造工場です。
風味が強く、昔ながらのお
かきを工場直売で小袋から
進物まで販売を行っていま
す。
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倉敷商工会議所問い合せ先qqq TEL 424-2111 FAX 426-6911 http://www.kura-cci.or.jp
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大安
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Ｉ Ｔ 相 談（10：00〜12：00）倉敷
環境経営相談（14：00〜16：00）倉敷

商工会館会議室利用のご案内
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平成20年3月11日に
認証・登録されました
友引

土
日

高梁川流域「倉敷三斎市」ALL流域デー

月

法律相談(水島）

先負
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大安

火
水

春分の日

赤口

木

先勝

金

友引

土

先負

日

仏滅
大安

月
火

環境経営相談

赤口

水

先勝

木

友引

金

先負

土

仏滅

知的財産相談（10：00〜12：00）倉敷
法 律 相 談（14：00〜15：30）倉敷
〃
（14：30〜16：00）水島

無料相談は、電話による予約制です。
（相談時間は一人30分）中小企業相談所
【電話424－2111】まで予約ください。

各種会議・講習会・講演会・展示会・パーティーなどお気軽にご利用ください。

第1・2会議室

展示風景

第5会議室

第3会議室

第6・7会議室

◦使用基本料金表（消費税込）
階別
1
２
３
【注】

室
名
第1・2会議室
第 １ 会 議 室
第 ２ 会 議 室
第 ３ 会 議 室
第 ５ 会 議 室
第6・7会議室
第 ６ 会 議 室
第 ７ 会 議 室

坪 数
41.82（14.4m×9.6m）

定員
60

半日
12,740

全日
22,460

夜間
14,360

20.91（ 7.2m×9.6m）

冷暖房料
540

備

考

30

6,480

11,340

7,230

320

可動間仕切

37.11（12.5m×12m）
56.72（15.6m×12m）
16.70（11.5m×4.8m）

40
80
30

13,280
14,360
5,290

23,540
25,810
9,390

14,580
15,660
5,610

590
700
320

円型固定席

8.35（5.75m×4.8m）

15

2,800

4,960

3,130

210

可動間仕切

1．冷・暖房料は1時間あたりの料金（冷房期6月〜9月、暖房期12月〜3月）
2．倉敷商工会議所会員は基本料金の20％引
3．展示室でのご利用は基本料金の30％増（展示料金）
4．日曜・祭日使用の場合は基本料金の30％増（展示会の場合は展示料金の30％増）
5．使用時間
全日9：00〜17：00 夜間17：30〜20：30 終日9：00〜20：30
申込み 総務課 Tel 424−2111
       午前9：00〜13：00 午後13：30〜17：00

「小学生（環境・ゴミ・省エネルギー問題）絵画コンクール」
作品展示会
平成３０年１月２７日（土）２８日（日）にイオンモール倉敷２階イオンホールに於いて、平成
２９年度小学生「環境・ゴミ・省エネルギー問題」絵画コンクールの全応募作品３９５点の
展示をいたしました。また、２８日（日）には多くの見
学の方、児童、そのご家族、報道関係の方々のご参
加をいただき優秀作品３０点の表彰式を行いました。
毎年環境問題に対する意識の高い作品の応募に感謝い
たします。継続することに意味のあるこのコンクールは来年度も引き続き予定し
ております。

Kurashiki

3

29年度スローガン

Sim ple is ha p py

青年部
倉敷商工会議所青年部副会長の小松原透です。高梁川
流域「倉敷三斎市」の企画運営チームリーダーを拝命い

新たなメンバーを迎え、一段とフレッシュな気持ちで運
営に取り組んでいきます。

たしております。平成29年度も残りわずかとなってまい

「全てはお客様のため」をモットーに三斎市の企画運営

りましたが、改めて、平素からの三斎市の運営に際し、

をすることで得られる顧客満足スキルが必ずやメンバー

多大なご協力をいただき厚く御礼申しあげます。

の会社の発展にも大きく寄与し、倉敷市の経済全体を押

さて、平成28年度に大幅にリニューアルをした「倉敷

し上げる事につながると信じております。2018年もさら

三斎市」も順調に推移し、今年度も多くのお客様に喜ん

に内容を充実させ皆さんに喜んでいただけるような三斎

でいただいております。とりわけ、月替わりの「流域デー」

市を目指してメンバー一同精進いたします。

の開催は高梁川流域７市３町からの期待も大きく、流域

三斎市は毎月第三日曜日、倉敷駅前商店街アーケード

の市町のＰＲに大いにつながっております。このほか、

内で8時から11時までの間、開催しております。ホーム

産学連携面では、去年11月におかやま山陽高校と連携し

ページやフェイスブックもございます。ぜひ一度ご来場

た高梁川流域弁当を販売したところ、行列ができるほど

くださいませ。

の人気ぶりで、高校生たちが持つエネルギーの大きさを
肌で感じることができました。年が明け、2018年1月の

倉敷商工会議所青年部

三斎市では恒例の餅つきやお汁粉の販売、また、倉敷ラ

平成２９年副会長

イオンズクラブ様、倉敷ロータリークラブ様と共催で開

小松原

催したふれあいバザーも盛況で、6万円を超える売上金
を倉敷市よい子いっぱい基金へ寄付することができまし

倉敷商工会議所青年部！
！

た。2月、3月の三斎市も大いに盛り上がるものと自負

ひろげませんか 異業種交流の輪！

しております。

詳しくは、当会議所事務局へ。
http://www.kurashiki-yeg.jp/

平成30年度は三斎市を担当する青年部の委員会組織も

事業主様へ

ジョブ・カード制度を実施し、
自社で人材育成しませんか？

透

人材確保に取り組む事業主様をご支援します！

人材不足や育成に悩む事業主様の強い味方！

有期実習型訓練で、
人材育成に取り組んだ事業主様は

キャリアアップ助成金
が活用できます！

企業における
雇用関係の下での実習
（OJT）

企業のニーズに
則した座学等
（OFF-JT）

組み合わせて
実施

自社のニーズに合った人材を育成！
ジョブ･カード制度に関する
お問い合わせ先

Kurashiki
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倉敷商工会議所 地域ジョブ･カードサポートセンター倉敷
ＴＥＬ（０８６）４３６－８２８４

高梁川流域 「倉敷三斎市」

オリジナルマスキング
テープ完成
３月「ＡＬＬ流域デー」で配布

（公社）
「小さな親切」運動岡山県倉敷支部、
（公社）倉
敷法人会のご協賛により、
高梁川流域「倉敷三斎市」のオ
リジナルマスキングテープ(非売品)が完成しました。３月
１８日開催の「ＡＬＬ流域デー」でスタンプラリーの実施を計
画しており、その景品として各１００個を配布する予定です。

岡山県立大学北山研究室の協力を得て、
「三斎市に集う
人々」
「おいしい三斎市」
「月一、朝一、三斎市。
」の３案
を採用しました。
「三斎市に集う人々」＝写真中＝は、
朝市の賑わいを作り
出す人々の様子を垣間見ることができます。
「倉敷三斎市」
の楽しみ方は、朝早くから集まる利用者の数だけあり、買
い物をする人、飲食・イベントを楽しむ人、くらモニ、素隠
居など、倉敷三斎市の特徴的なゲストやホストをイラストで
表現しています。
「おいしい三斎市」＝写真右＝は、倉敷三斎市の食材で
飾った食卓をイメージしています。会場には地元の商品が
数多く並び、食にこだわりを持つ人には、魅力的な機会。
バリエーション豊かな商品を知り、食卓に並べる商品を見
つけ、買って帰る楽しさを感じる。そんなストーリー性を持
たせています。
「月一、朝一、三斎市。
」＝写真左＝は、倉敷三斎市の
ポスターで使われているフレーズの音の面白さを活かして
います。賑やかさをキャッチ―なイラストで表現。
「tsuki
ichi，asa ichi，sansai ichi」とローマ字表記にすることで、
周辺地域の人のみならず、外国人観光客も想定したデザイ
ンにしています。

☎ 424−2111 ㈹

倉敷商工会議所くらしきTMO

倉敷物語館

春宵あかりにてワークショップ開催！

－ミニ切子ちょうちん－

倉敷物語館では、平成３０年３月３日(土)から始まる「倉敷春宵あかり」にて今年もワークショップを行います。
今回も毎年大好評の「ミニ切子ちょうちん」を制作します。ワークショップで作った物をそのまま持って美観地
区を歩けば、注目されること間違いなしです。
世界にひとつ、あなただけのオリジナル切子あかりを一緒に作りませんか？
当日先着順で、どなたでもご参加いただけます。皆様、ぜひお越しください。

◇ 切子あかり ワークショップ ◇
日

時：３月３日(土)・１７日(土)・18日(日)

３日間限定！

1７：00～１９：３0
場

所：倉敷物語館

多目的ホール

参加費：1,000円
定

員：1回

先着１５名様(予約なし。受付は当日のみ

入 館 料：無料
開館時間：12月～３月：9:00～19:00
休 館 日：12月29日～翌年1月3日

会 議 室：１部屋…440円／１時間
和
室：５部屋…350円／１時間
多目的ホール：１部屋…440円／１時間

整理券なし)

←至玉島

JR倉敷駅

429

倉敷物語館

＊営業目的の場合は上記の倍額

大原●
美術館
自然史博物館 ●
中央図書館 ●
美術館 ●

至岡山→

美観地区

倉敷川

【倉敷まちづくり㈱ホームページ】http://kmc.jp.net/
◦お問い合わせがございましたらこちらまで。
〒710−0055 倉敷市阿知2丁目23番18号 TEL
（086）435−1277

山陽本線

市民会館
●

Kurashiki
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成熟した組織を目指し
人づくりの意味を考えよう！
この５点は、今の日本社会で多くの国民が願う

毎回、年度末が近づいてきますと「この1年間、
自分は何をやれただろうか？」と考える時間が増

「自分の居場所」「自分の存在意義」を満たしてく

えます。心の健康をサポートすることや、社会の

れ、企業と自分のバランスが保てやすく、充実感

課題を整理整頓してセミナーなどでお伝えするた

が得られやすい証ではないかと考えられます。働

びに「この事業の目的は何処に進めたらベストだ

く人の心は、時代と共に複雑になり過ぎました。

ろうか？」と考えてみます。

この事業は、年間通して「働く人の心の健康」を
応援するものです。働く人とは、組織に集う人全

前回のコラムのタイトルを「時代は人づくり」
と掲げました。少子高齢化が進み、多くの企業は

員を示すのだということを今一度、振り返り「何

「人材確保が困難になってきている」と深刻です。

のために、自分はそこで働くのか？」「なぜ、組

しかし、そのような中で「人に困っていない企業」

織に人が必要なのか？」を問い直していただくこ

もあるのです。リサーチしてみますと、不思議な

とで、この事業で提案する「人づくり」の意味を

ことに、確かにあるのです。

考えていただければ幸いです。1年間、真にあり
がとうございました。

今年度「心の健康事業」の年間総括とも関係が
あるのですが、人材確保と人材育成を同時に考え
ている企業の共通点をまとめてみますと、
①組織内の人との繋がり方が、とても家族的で
あり、温かい居場所になっている！
②企業規模は中小企業零細であり、最先端の仕
事でもないけれど、「必要とされている」意
識が、経営者にも社員にも強くある！
③正社員に限らず、非正規や派遣など人材確保
が柔軟であるが、社員は企業風土に愛着を
持っている！

秋山 幸子

④「人」は、駒や道具でなく、常に経営者の隣
にいる「大切な存在」であることが保障され

氏

◦㈱総合心理研究所 代表取締役
◦(一社)日本産業カウンセラー協会認定 産業カウンセラー
◦PMT
（Personal Management Training）メンタルトレーナー
◦日本商工会議所 被災地応援カウンセラー
◦東京商工会議所 認定 健康経営アドバイザー

ている！
⑤仕事への姿勢に対しての厳しさはあるが、各
自のやりがいを損なわない環境になっている！

お客様企業の安定・成長が私達の喜びです
わかりやすい月次決算書作成とご説明をいたします

＜業務内容＞
法人税、所得税、相続税、贈与税他
月次決算書作成、利益（経営）計画書作成、
決算事前検討会開催、
経理改善ご提案、記帳アドバイス等

〒710-0803

代表社員税理士 三
社 員 税 理 士 鳥
税
理
士 平

宅
越
松

（中国税理士会

孝
俊
和

治

佑
美

倉敷支部所属）

倉敷市中島2370番地14
（中島口交差点北）
ＴＥＬ 086-466-1255
ＦＡＸ 086-466-1288
http://www.cms-miyake.info
（広告）

Kurashiki
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訪問看護コールセンターおかやま
ー岡山県訪問看護ステーション連絡協議会ー

いつもあなたのそばに訪問看護

☎ 086-238-7577

相談時間 火～金曜日 9：00～16：00

所在地／〒700-0805 岡山市北区兵団 4-39（岡山県看護研修センター３階）

岡山県訪問看護ステーション
連絡協議会

モモッコナース

訪問看護とは、病気や障がいを持った方々が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように看護師などが生活の
場へ訪問して看護サービスを提供し、療養生活を支援するものです。このコラムを通じて安心して生活するための方法を一緒に考えて
いきましょう・・・

訪問看護の活用例

神経難病の方の訪問看護事例

◦担当訪問看護師より
多系統萎縮症の方がご自宅で療養されていた頃から訪問看護を利用してい
ただいていました。病状が悪化して入院され、人工呼吸器を着けるかどうか
選択をせまられたときに、私たちは病院に度々伺いました。「ぜひ自宅で家
族と一緒に暮らしたい」という、ご本人・ご家族の気持ちを聴き、人工呼吸
器を着けて自宅で過ごす生活がイメージできるように、ご家族と一緒に退院の準備をお手伝いさせていただき
ました。
退院後は、進行する病状や状態の変化に伴う生活上の困り事に対して、主治医・ケアマネジャーなどと連携
して関わっています。ご家族の愛情の深さを日々感じさせてもらいながら、自宅での生活が安心して継続でき
ることを目標に訪問しています。

利用者様の
ご家族より

人工呼吸器を着けることになり退院は無理と言われましたが、家族で楽しく過ごした思い出が忘れられず在
宅での療養を考えていました。
そのとき、訪問看護師さんから「大丈夫、できるよ」と励ましの言葉をもらい決心が固まりました。
日ごとに状態が異なり戸惑う毎日ですが、その都度相談して過ごし、気がつけば無事に３年が過ぎようとし
ています。

倉敷春宵あかり2018
倉敷美観地区一帯の夜を、
心懐かしい日本の宵をイメー
ジできるような様々な灯りで
演出します。
17日㈯、18日㈰がスペシャ
ルデーですが、その他、毎
土曜日には和傘やキャンドル
等の灯りが倉敷川畔を飾りま
す。また町家等に投影する影
絵あかりを、期間中数ヶ所で
毎日楽しむことができます。
やさしくあたたかな町並み
の灯りをお楽しみください。

倉敷雛めぐり
倉敷市内の各地区商店
街や旅館、ホテルなどで
自慢のお雛様が展示され
ます。美観地区周辺ギャ
ラリーでは、個性とアイ
デアを凝らしたこの時期
だけの特別展も開催され
ます。琴の演奏や甘酒の
振る舞いなど、各地区ご
とにさまざまな催しも行
われます。

開催期間 平成30年3月3日㈯～3月18日㈰

開催期間 2018年2月24日㈯～3月11日㈰

開催場所 倉敷美観地区一帯

開催場所 岡山県倉敷市

（スペシャルデー

3月17日㈯・18日㈰）

⃝影絵あかり『春宵歳時記』日没～21:00（期間中毎日）
※イベントにより期日・時間が異なりますのでご注意ください。

お問い合わせ先 倉敷春宵あかり実行委員会

086-421-0224

※施設により開催期間が異なります

倉敷市内各地
（倉敷、児島、玉島、水島、真備、船穂）

お問い合わせ先 倉敷雛めぐり実行委員会

(086)421-0224
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ご存知

従業員が退職した時に必要な手続き
手続き期限：退職日の翌日から１０日以内

●退職者に提出してもらうもの

ですか

◎雇 用保険被保険者離職証明書（退職者が離

・退職届
・退職所得の受給に関する申告書（退職金があ
る場合）

の場合）

手続き期限：退職日の翌日から１０日以内

●退職者から回収するもの

３.住民税の手続き

・健康保険被保険者証

◎給与支払報告に係る給与所得異動届

・社員証等、会社からの貸与物

退職者の市・県民税を給与から天引き（特

●退職者に渡すもの

・給与所得の源泉徴収票

別徴収）していた場合に必要。

・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票（退職金

退職日によって手続きが変わります。

がある場合）

退職日

・雇用保険被保険者証

⃝プロフィール
昭和55年に三越倉敷店
の開設 準 備 室で赴 任
以来30年倉敷に住んで
います。

・離職票（退職者が希望する場合、または退職
者が５９歳以上の場合）
●退職後の手続き

１.健康保険・厚生年金保険関係

⃝事務所
倉敷市鶴形１丁目鶴形
ビル2Ｆ
山口行政書士
社会保険労務士事務所

◎健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失
届
手続き期限：退職日の翌日から５日以内
◎健康保険任意継続被保険者資格取得申出書

⃝電話
086-426-1117

会社がする手続きではないですが、退職者にとっ

⃝主な仕事
起業支援、遺言・相続、
障害年金（うつ）
、賃金
計算、個別紛争

職票を希望する場合、または退職者が５９歳以上

市・県民税の徴収方法

１月１日～
最後の給与または退職金から一括
４月３０日 徴収する。
通常通り最後の１カ月分を徴収す
５月１日～
る。（特別徴収は６月から翌年の
５月３１日
５月まで）
普通徴収・一括徴収どちらにする
６月１日～
か退職者本人に選択してもらいま
１２月３１日
す。
☆病気、けがで退職する場合、出産で退職する場

て重要なことなのでお伝えしておきましょう！

合は、傷病手当金、または出産手当金の継続給

手続き期限：資格喪失後２０日以内

付という制度もあります。この場合、失業保険

２.雇用保険関係

の受給期間を延長できる受給期間延長制度もあ

◎雇用保険被保険者資格喪失届

ります。該当される方は、ご確認ください。

倉敷税務署だより
確 定

便 利な

確定申告書の作成は

申 告 「確定申告書等作成コーナー」で!!

画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが
自動計算され、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青
色申告決算書などを作成できます。

作成した申告書 等は・・・

e-Tax
送信

書面
提出

※事前準備が必要です。

マイナンバーの入力と本人確認書類の提示又は写し
の添付が必要です。ただし、e-Taxで送信すれば本人
確認書類の提示等は不要です。

申告と納税は期限内に！
平成29年分の確定申告・納期限

３月15日㈭
消費税及び地方消費税（個人事業者） ４月２日㈪
所得税及び復興特別所得税・贈与税

納税は便利な口座振替をご利用ください【振替日】
【 所 得 税 及 び 復 興 特 別 所 得 税 】 ４月20日㈮
【消費税及び地方消費税（個人事業者）】 ４月25日㈬

詳しくは国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）
確定申告特集 で

検索

申告相談会場は次のとおりです。（土・日曜日を除く）
地

区

倉敷税務署管内

会  場

イオンモール倉敷

開設期間

相談時間等

2月16日㈮～3月15日㈭

（相談時間は、9時～17時）
※児島・玉島各税務署の
受付は８時30分～

専門店２階イオンホール

児島税務署管内

児島税務署

玉島税務署管内

玉島税務署

9時～16時

【ご注意～倉敷税務署管内の納税者の皆様へ】
イオンモール倉敷に申告相談会場を設置している間、倉敷税務署の庁舎内には、申告相談会場は設置していませんので、ご注意ください。
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No.151

学生服リユースShop

さくらや倉敷店

〒７１０－０８４５ 倉敷市西富井６３６－１０１－１０２
TEL ０８６－４６６－３３１５
http://www.seifuku-sakuraya.com/blog/kurashiki/

代表

古林 弘美 氏

学生服専門リユースショップで
子育て家庭応援隊を目指します
はじめまして。
学生服リユースShopさくらや倉敷店

代表の古林弘美と申

します。
学生服、体操服、柔道着、学校指定品などを買取らせていただ

店内受付

き、補修、洗濯、クリーニングなどメンテナンスをして販売して
おります。現在は取り扱いのエリアは倉敷市内、浅口市、早島町
の保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校です。リユースのアイ
テムについては定価の１～３割で販売。また、制服はその幼稚
園、学校に通っているもしくは、通う予定のあるご家庭への販売
に限定しているため、安心して制服を売りに来ていただけます。
卒業して不要になった制服、小さくなった制服を捨てるのでは
なく、当店で買い取りをさせていただくことにより、お小遣いに

リユース商品

なり、エコにつなげることができます。また、もう少しで卒業な
のに制服の丈や袖が小さくなってしまったお子さんのいるご家
庭、卒入学時に出費を抑えたいご家庭に利用していただくことで
家計応援になることを目指しています。
子育てしているご家庭の強い味方になること。
「あってよかった！」と言っていただけるお店を目指していま
す。

店内風景

私自身、3人の子育て真っ最中。子育て中のお母さん方に寄り
添えるべく、日々勉強、成長してまいります。よろしくお願いい
たします。
2

さくらや倉敷店

小溝
交差点

倉敷中央
高等学校
●

水島臨海鉄道

中島南
交差点

倉敷南
中学校
●

Kurashiki
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サブロク協定をご存知ですか？

倉敷労働基準監督署
1.労働時間に関する現行制度の内容等についてのお問い
合わせ先
◆岡山労働局監督課、最寄りの労働基準監督署まで
2.職場環境の改善に関する相談窓口(働き方・休み方改
善コンサルタント)
長時間労働をなくし、労働時間や休暇の改善に取り組
む事業主を支援しています。
労務管理等の専門家による電話相談や、事業場を訪問
し具体的な提案を行うコンサルティングを無料で行っ
ています。
◆岡山労働局雇用環境・均等室まで
3.事業運営や経営上の課題に関する相談窓口(よろず支
援拠点)
中小企業・小規模事業者の「働き方改革」に必要な、
生産性の向上や人手不足への対応などの経営課題に
ついては、
「よろず支援拠点」までご相談ください。
「よろず支援拠点」は、全国47都道府県に設置されて
おり、拠点ごとに、経営改善・会計・財務・ITなど、様々
な分野の専門家を複数配置し、ワンストップで相談に
応じます。また、問題に応じた適切な支援機関のご紹
介もいたします。
◆各拠点の連絡先はこちら。
http://www.smrj.go.jp/yorozu/087939.html

労働基準監督署や労働局等は現在、働き方改革の一環
として、長時間労働の是正の推進について最重点的に取り
組んでいます。
長時間労働の是正を図るうえで重要な役割を果たすの
が、サブロク（36）協定です。
労働基準法では、労働時間は原則、1日8時間・1週40時
間以内とされています。これを
「法定労働時間」
と言います。
「法定労働時間」を超えて、従業員に時間外労働（残業）
をさせる場合には、
サブロク
・労働基準法第36条に基づく労使協定（3 6協定）の締結
(使用者と従業員代表との間で締結)
・労働基準監督署への届出
が必要です。
36協定においては、
「時間外労働を行う業種」や「1か
月や1年当たりの時間外労働の上限」を決めなければなり
ません。
36協定を結ばない、あるいは届け出しないまま法定労働
時間を超えた労働（残業）が行われる場合も見受けられま
すが、これは法令上問題があります。
36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ていただくよ
うお願いします。
《相談窓口等について》
以下の窓口では、長時間労働の見直しなど、働き方改革
に取り組む中小企業・小規模事業者の方に、具体的な方
法のアドバイス等を行います。

◎お問い合わせ先
倉敷労働基準監督署 T E L：0 8 6−4 2 2−8 1 7 7まで

倉敷市保健所健康づくり課
健康増進センター

〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9866 FAX 434―9805

倉敷市保健所は、市民の健康づくりと
生活習慣病予防を応援します。
保健師 山 代 裕 子
ご存知ですか？

３月１日～８日は
「女性の健康週間」
です！！

「女性の健康週間」は、女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を自立して過ごすことを総合的に
支援するため、平成20年に定められました。
女性の健康と美しさを保つために、女性ホルモンはとても重要な役割を果たしていますが、ホルモンバラン
スが乱れると、こころやからだに様々な不調を引き起します。
女性ホルモンの働きを整えるためには、食事・睡眠・運動など生活習慣の改善や、ストレスコントロールが
大切です。自分のからだについて正しい知識を持ち、からだのサインを見逃さないようにすることで、生涯を
通じて心身ともに健康に過ごしていきましょう。

女性ホルモンの変化
（多）
妊娠・出産

女性ホルモン

更年期障害
生活習慣病
がん（乳・子宮等）

思春期

（少）
0歳

更年期
症状

10

10歳

見本

成熟期

月経異常
貧血
性感染症

初経

Kurashiki

定期的に検診を受けて、
健康を確認しよう！

更年期

20歳

閉経
月経異常
婦人科の病気
（子宮内膜症・子宮筋腫）
がん（乳・子宮等）
不妊

30歳

40歳

50歳

60歳

老年期
骨粗しょう症
尿失禁

70歳

◇子宮頸がん検診（20歳以上）
◇乳がん検診
(視触診＋マンモグラフィ)
（40歳以上）
市内医療機関で

受診券

３月まで受けられます！

80歳

参考：女性のための健康ガイド（公益財団法人母子衛生研究会）

日本の女性の閉経年齢の平均は約50歳で、その前後45～55歳くらいの10年間を「更年期」といいます。この時期は卵巣機
能が低下し、エストロゲンなどの女性ホルモンの分泌が減少していきます。症状の出方や程度は、個人差が
あります。日常生活に支障が出てしまうほどつらい症状が長く続く場合は、受診しましょう。
更年期にあらわれる主な症状

◦頭痛
◦腰痛

◦めまい ◦不安
◦肩こり ◦のぼせ

◦不眠 ◦疲労感 ◦耳鳴り ◦抑うつ
◦ほてり ◦発汗 ◦動悸
◦冷え

〈平成30年１月調査結果〉

業況ＤＩは、緩やかな回復基調続くも、足元で一服。先行きはほぼ横ばい

足に伴う受注機会の損失を指摘する声が聞かれた。卸売業は、好
調な製造業の関連商品が牽引するものの、農産物の品不足による売
上減少を指摘する声があり、ほぼ横ばい。小売業は、株高による高

▪1月の全産業合計の業況DIは、▲14.4と、前月から▲1.1ポイント

付加価値品の販売持ち直しや堅調なインバウンド需要を指摘する声

の悪化。電子部品や産業用機械、自動車関連を中心とした生産や、

はあるものの、食料品・日用品などで消費者の低価格志向は依然と

インバウンドを含めた観光需要は堅調に推移するものの、深刻な人

して強く、悪化。サービス業は、悪化。ただし、
「好転」から「不変」

手不足の影響に加え、鉄鋼、農産物などの仕入価格や燃料費の上

への変化が主因であり、実体はほぼ横ばい。堅調なインバウンド需

昇による収益圧迫から、建設業や飲食・宿泊業などサービス業の業

要や受注が好調なソフトウェア業などに下支えされる一方、幅広い

況感が悪化した。ただし、
「好転」から「不変」への変化も押し下

業種から人手不足に伴う受注機会の損失を指摘する声が聞かれた。

げ要因となったことに留意が必要。中小企業の景況感は、総じて緩

▪採算面では、全産業合計の採算DIは▲15.3（前月比▲3.4ポイン

やかな回復基調が続いているものの、足元で一服感がみられる。

ト）と、悪化。ただし、
「好転」から「不変」への変化が主因であり、

先行きについては、先行き見通しDIが▲13.6
（今月比＋0.8ポイント）

実体はほぼ横ばい。産業別にみると、建設業は、鉄鋼や木材など

とほぼ横ばいを見込む。個人消費の持ち直しやインバウンドを含め

資材価格の高止まり、人手不足に伴う人件費・外注費の増大が収益

た観光需要拡大、輸出や設備投資の堅調な推移、補正予算などへ

を圧迫し、悪化。製造業は、好調な生産・輸出が好材料となる一方、

の期待感がうかがえる。他方、人手不足の影響拡大や、原材料費・

鉄鋼や農産物などの原材料費、燃料費の上昇が足かせとなり、ほぼ

燃料費・運送費の上昇、コスト増加分の販売価格への転嫁遅れを

横ばい。卸売業は、悪化。農産物の仕入価格高騰に対して販売価

懸念する声も多く、中小企業の業況感はほぼ横ばいで推移する見

格への転嫁が追いつかないとの声に加え、人件費や運送費の上昇を

通し。

指摘する声が幅広い業種から聞かれた。ただし、
「好転」から「不変」

▪売上面では、全産業合計の売上DIは▲10.3（前月比▲4.3ポイン

への変化も影響したことに留意が必要。小売業は、悪化。高付加

ト）と、悪化。ただし、
「好転」から「不変」への変化も影響した

価値品の販売持ち直しや堅調なインバウンド需要を指摘する声はあ

ことに留意が必要。産業別にみると、建設業は、都市部を中心に

るものの、根強い消費者の節約志向や人件費、燃料費の上昇により

再開発などは堅調な一方、住宅建設や一部の地域の公共工事は弱

収益回復が進まないとの声が聞かれる。サービス業は、人件費に加

含みに推移しているとの声があり、悪化。製造業は、悪化したもの

え、農産物の仕入価格高騰が飲食業・宿泊業の収益を圧迫し、悪化。

の、
「好転」から「不変」への変化が主因であり、実体はほぼ横ば

ただし、
「好転」から「不変」への変化が主因。また、運送業から

い。電子部品や産業用機械、自動車関連が堅調な一方で、人手不

は燃料費の上昇による採算悪化を指摘する声が聞かれた。

倒産件数が2011年以来６年ぶりに増加に転じたものの、６年連続で
100件を下回るなど倒産の抑制傾向が続く一方で、休廃業・解散件数
▪岡山県下における2018年１月の倒産（法的整理、負債1000万円以上）

の減少幅は小さく、４年連続で450件以上となっている。業績の回復

件数は前月比３件減、前年同月と同数の６件となり、６ヵ月連続で５

が進まない中で、負債が資産を上回って破産などの法的手続きによる

件を上回った。負債総額は３ヵ月連続で負債５億円を超える倒産が発

整理を選択せざるを得なくなる前に整理を進めた企業もあるが、債務

生しなかったものの、１億円～5億円未満が半分を占めたこともあっ

の返済を放置したまま事業を停止している企業や、実質的に破綻して

て、前月比３億3500万円増の８億1000万円と３ヵ月ぶりに前月を上回っ

いる企業も数多く含まれている。代表者を年齢別にみると、70歳以上

た。なお、2017年１月には㈱ゲンダイグループの大型倒産があったため、

が43.5％を占めた。高齢化や後継者不足なども件数が減少しない要

前年同月比では121億4200万円減となっている。

因と考えられ、今後も事業承継が進まなければ、年を追うごとに休廃

▪TDB景気動向調査（2018年１月調査）によると、岡山県下の景気

業や解散を選択する企業は増加するであろう。

DIは前月比2.0ポイント増の52.5で、２ヵ月ぶりの改善ながら、３ヵ月

▪岡山県内の倒産を負債額別にみると、負債１億円未満の倒産が３ヵ

連続で50台の高水準を維持した。全国との比較でも２ヵ月ぶりに上回

月連続で50％以上を占めており、手元資金に余裕がなく、後継者不

り、都道府県別では前月の21位から12位、中国５県の中では２ヵ月ぶ

在や人手不足が追い打ちをかける形で法的整理に至る零細企業の倒

りに１位となった。業界別では、
「建設」「製造」「卸売」「サービス」

産が高止まりしている。年度末に向けて、マイナス金利で収益悪化が

が改善、
「農林水産」「小売」「運輸倉庫」が悪化、
「金融」「不動産」

続いている金融機関が返済猶予に応じている企業に対して、早めの

は横ぱいであった。先行き見通しでは、３ヵ月後52.0（前月53.7）、6ヵ

不良債権処理を目的に支援の打ち切りを加速させる可能性もあり、景

月後50､ 6（同48.8）、1年後49.4（同48.2）で、６ヵ月後と１年後で前

気回復が続く中で、企業間格差はさらに拡がると考えられる。2017年

月を上回り、３ヵ月後は７ヵ月連続で50台を維持した。岡山県下の景

４月から2018年１月まで10ヵ月間の累計件数は54件となり、前年の同

気DIは３ヵ月連続で50台を維持するなど安定した状況にあり、人材不

時期（52件）を２件上回り、2017年度（通期）の倒産件数は６年ぶり

足による生産性の停滞や東京オリンピック以降の景気失速を懸念する

に前年度を上回る可能性が出てきた。2017年度末に向けて、景況感

経営者は多いものの、足元の景気は安定した状態が続くとみられる。

が大きく悪化する可能性は低いものの、有効求人倍率の高さが示す

▪『岡山県企業の休廃業・解散動向調査（2017年）』によると、岡山

とおり、人手不足の悪影響が幅広い業種で顕在化している。人材の

県内で2017年の１年間に休廃業・解散した企業が450社あったことが

流出とあいまって人的問題に起因した企業倒産が増加するリスクが強

わかった。法的整理による倒産件数（69件）より6.52倍も多かった。

まっている。

Kurashiki

11

彼の弟子たちが書き付けていた言葉や問答を、取り集めて編
集したものです。その論語を私が読んで、その時、心に留まっ
たものを取り上げてお伝えしています。
経営者の集まりや勉強会に参加すると、とても魅力的な経
営者に出会う事がある。その姿は泰然自若としていたり、余裕
を感じさせたりと、その力や大きさを感じさせてくれる。そ
の一方で妙にせせこましく、姑息なイメージのある方もおり、
その小ささばかりが目に映ることがある。この違いは何から生
まれているのか、そして、どのようにしたら改善が可能なのだ
ろうか。

論語と経営

ろん ご

『論 語 』とは、孔子本人が書いたのではなく、孔子の死後、

【原文】子曰。君子坦蕩蕩。小人長戚戚。
くん し

たん

とうとう

しょうじん とこしな

【読み】子曰わく、君子は坦として蕩蕩たり。小人は長えに
せきせき

戚戚たり。

【解釈】孔子先生がおっしゃった。「君子は、いつも気持ちが
平安でのびのびとしている。小人は、いつもくよく
よしたり、びくびくしたりしている」
君子とは立派な人（リーダー）のことを言い、小人
とは、取るに足らないようなつまらない人のことを
言う。
そして、蕩蕩とは、穏やかで伸びやかな様を言い、
戚戚とは、つまらないことにこだわってくよくよす
る様を言う。卑近な例で言えば、手元の現金が半分
になったのを見て「まだ半分ある」と思うか、「もう
半分しかない」と思うかの違いということになる。
【ワンポイント・アドバイス】

晴らしい自分も情けない自分も、まず受け入れることが肝要で
ある。つまり、自己認識・受容することによって、自分自身を
望ましい方向にコントロールしていくことが可能になるとい
うことである。小人はこの気づきを得ない限り、ずっと小人で
あり続けることになる。
くよくよするという事は、物事の捉え方がネガティブである
という事を示している。ネガティブというのは様々なものがあ
るが、否定的、悲観的、消極的等といったような捉え方が代表
的なものである。要するに、目の前の人や起こった物事をネガ
である。この捉え方の癖というのは本当に自分自身に強くこび
りついたものである。もし、捉え方の癖を直したいのであれば、
常にポジティブな心や、感謝の心を持っていることが必要であ
るし、同時にネガティブな感情に敏感になって、すぐに修正を
かけるという事を繰り返す必要があるだろう。
このような、穏やかで伸びやかな経営をしたいという方が
いらっしゃいましたら、是非ともお声かけくださいませ。経営
者の胸の中にある想いを中心に据えた経営理念を作り、それを
語り、ポジティブな影響を広げていきませんか。そのポジティ
ブさが自分だけでなく、周囲の人のポジティブな捉え方や考え
方を生み出していきます。そして、経営者と社員が共に学びあ
う経営を実現していきましょう。
にし だ

2月

かずひで

有限会社 エヌティ・クリエイト 代表取締役経営コーチ 西田 和英
岡山県倉敷市中庄2161 ☎086–462–3455（Fax兼用）
nishida@ntcreate.co.jp  http://www.ntcreate.co.jp

「三世代が一緒に楽しくご利用して
頂ける店」を目指しています！

べ
Vol.

う思った時が自分自身を改善していくスタート地点である。素

ティブに捉えるから、くよくよしたり、せかせかしたりするの
述而第七 36

君子はのびのびと力強く生き、
小人はくよくよと悩んで生きる

し い

情けないことに、私自身がまさに小人だと思うのだが、そ

178

笹沖で創業して４５年余り経ちました。
「手作り」の美味しさを伝えようと、毎
日努力しております。昼のサービスラン
チは、７５０円～多数ご用意しております。

焼肉コース

慶事、法事、各種宴会料理の御予約も御
予算に応じて承ります。少人数から大人
数まで対応可能です。これからもお子様
からご年配の方まで利用して頂ける様
「肉と和食の組合せ」を守っていきます。

2４２６－９１１０

皆様のお越しを心よりお待ちしており

〒７１０－０８３４ 倉敷市笹沖４６８－３
営業時間／ １１：００～14：0０
１7：００～22：００
定 休 日／ 不定休
2

→
←

笹沖
交差点

●

→
←

ゆめ
タウン
倉敷

●トマト銀行
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●

ナンバ

店主
会席宴会コース

喰天下
シャトレーゼ笹沖店 ●

ます。

うさぎや

●

焼肉メニューもあれば、和食メニュー
も充実していて、お昼のランチタイムに
はドリンクバーが付いています。食べ放
題・飲み放題のコースがあって、２階が
宴会場で忘年会・新年会にオススメで
す！大人数の宴会に便利な無料送迎バス
もありますよ。
H記

宴会場

２０１７年 月上旬に、筆者が副委員長
を務める、経済同友会中国委員会のミッショ
ンで、北京、重慶、成都の３都市を訪問した。
今回の中国視察では、数 多くの新鮮な学び
があった。
第一の収穫は、日中関係が完全な「雪解け」
を迎えたことを実感できた点である。この点
は、日中友好協会や中国地方政府の幹部を
はじめとする、日中双方の要人との面談など
を通じて確認することができた。
第二に、
「一帯一路構想」に関しては、多面
的な知識を得ると同時に、現地でその壮大さ
を体感した。中国の政府関係者からは、一帯
一路構想が「義と利」という、中国の歴史に
深く根差した思想に裏付けられていることを
伺い、中国エリート層の知的レベルの高さや、
懐の深さの一端を垣間見ることができた。重
慶で見学した一帯一路の現場は、 両編成の
列車がほぼ毎日、中国・重慶とドイツの間を
行き来するなど、われわれの想像を大きく
超えるスケールであった。
なお、一帯一路構想を中心に、わが国と中
国とが協力できる分野としては、自動車を中
心とする部材供給、物流、インフラ関連、少
子高齢化問題を背景とするヘルスケア、省エ
ネ・環境、防災などを挙げる向きが多かった。
第三に、中国経済の強みを随所で発見す
ることができた。とりわけ、成都で工場を見
学させていただいた中国企業が、液晶パネル
の高い技術を有しており、社会の大局的な
方向性を踏まえた上で、絶え間ないイノベー
12
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株式会社大和総研

常務執行役員
調査本部副本部長
チーフエコノミスト

みつまる

熊谷

亮丸

１９６６年生まれ。1989年東京大学法学部卒業。1993
年東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了。
2016年ハーバード大学経営大学院ＡＭＰ（上級マネジ
メントプログラム）修了。日本興業銀行調査部などを
経て、2007年大和総研入社。2014年同社・執行役員
チーフエコノミスト。2017年より現職。財務省、総務省、
内閣官房、内閣府、参議院などの公職を歴任。2011
年より株式会社財界研究所「財界賞・経営者賞」選
考委員会 選考委員。テレビ東京「ワールドビジネス
サテライト」レギュラーコメンテーターとしても活躍中。

にチャレンジする一方で、指導層はより抽象
化した高次元の指針を提示し、大衆の無秩
序な行動に巧みに大枠をはめている。
中国と対照的に、日本の大衆層は総じて
保守的でチャレンジ精神に乏しい。また、指
導層は、中途半端に「演繹（えんえき）的」
な思考法を採るため、残念ながら、国家・社
会が目指すべき大きな指針や枠組みを提示
する論理的な構想力が弱いとの印象を受け
る。
いず れにしても、われわれは、
「等 身 大」
の中国の姿を的確に把握した上で官民が一体
となって、中国に対するプラグマティックな
国家戦略を早急に策定する必要があるだろ
う。最後に、
現地では、
和食はもちろんのこと、
わが国のコンテンツ産業や、ＡＩ（人工知能）
を活用した農業技術などに対する期待が高
かった点を付言しておきたい。

中国視察で考えたこと
ションに取 り 組んでいることを 知 り、驚 愕
（きょうがく）した。また、重慶から成都に
移動する際に乗車した中国製新幹線の乗り
心地は、日本と大差ないレベルに達していた。
第四に、これから、事実上の共産党一党独
裁国家である中国と、資本主義や民主主義
を標榜（ひょうぼう）する西側社会との間で
覇権争いが本格化すると感じた。ウィンスト
ン・チャーチル英元首相の言葉を引くまでも
なく、民主主義はさまざまな問題点を有し
ており、近年、所 得 格 差が拡大し、先 行き
の不透明性が増す中で、そのひずみが増大し
ている。中国は、資本主義や民主主義は絶対
的な価値ではなく、有 能なリーダーさえ選
抜されれば、スピードなどの面で一党独裁制
の方が優れた制度であると、真剣に考えてい
るようだ。
そもそも、日本と比べた中国の強みは何な
のだろうか？
まず、中国社会のスピード感は圧倒的で、
大衆の間にはチャレンジ精神が満ち溢れてい
る。北京では、２０１７年に入り「シェア自
転車」が急拡大したが、夏場に 社まで増
えた後、現状は２社まで淘汰（とうた）が進
んだという。まさしく、日本の５倍速、 倍
速のイメージである。こうした激烈な競争は、
中国の大衆の間でプラグマティックなチャレ
ンジ精神が極めて旺盛なことを示す証左だと
いえよう。
次に、国家・社会の指導層に目を転ずると、
中国では、大衆が好き勝手にさまざまなこと
10
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〒710‒0806 倉 敷 市 西 阿 知 町 西 原 1327
TEL（086）466‒1111㈹ FAX（086）466‒0456
E‒mail:info@sasabe.co.jp
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倉敷商工会議所

まごのてクーポン

使用上の注意事項

30

Vol.

クーポン掲載に関するお問い合わせ先
倉敷商工会議所 クーポン担当
☎086-424-2111㈹
http://www.kura-cci.or.jp/

４．割引情報の詳細は各事業所（店舗）
へお問い合わせください。

「まごのてクーポン」公式
Facebook

vol.30-2 サンフラワーボウル

3ゲーム以上で

２時間以上のご利用で

1ゲーム無料

無料

お一人様1枚限り、予約でのご利用は出来ません。
他の割引券との併用は出来ません。

他の割引券との併用は出来ません。

162

☎ 086-464-0011 休 無 Ｐ 有（500台）
営 11:00～翌3:00
（金・土・祝前日～翌5:00） 山陽本線

山陽自動車道
二子西

有効期限：平成30年４月30日まで
倉敷市松島1177

★

★

有効期限：平成30年４月30日まで
倉敷市松島1177

２．当所ＨＰからダウンロードすること
もできます。
３．使用期限を過ぎたクーポンは利用で
きません。

vol.30-1 サンフラワーカラオケスタジオ

１時 間 分
部屋料金

１．クーポンは会報持参又は切り取って
使用いただけます。コピーしても構
いません。

162

☎ 086-462-3131 休 無 Ｐ 有（500台）
営 月～金・祝前日／10：00～翌1：00、土・日・祝／9：00～翌1：00 山陽本線

松島
中庄

山陽自動車道
二子西
松島
中庄

vol.30-3 ㈱ウエストン
ご来店、試乗された方には

電動自転車（クイーンアシスト）を

４月号掲載事業所募集中!!

29,800円にて提供します。

（申込締切日３月26日月）

倉敷芸術科学大学の、あの急な坂道も
電動でラクラク登ります。

有効期限：平成30年10月31日まで
☎ 086-444-1610
営 10:00 ～ 16:30

休 土・日・祝
Ｐ 有（２台）

中央公園北

428
亀島北

★

倉敷市神田1-15-21

詳細は当所ホームページをご覧ください。

188
旭町南

水島
中央
公園

次回掲載は４月号

●

中小企業相談所コーナー

マ ル ケ イ 資 金

無担保・無保証人・低利率が特徴です。

マル経融資制度とは、小規模事業者の方が経営改善をはかるため
に必要な運転資金、設備資金を無担保・無保証人・低利率でご利
用できる制度です。

資金使途

融資条件
融資限度額

2，0００万円

利

１．11％（H30.2.10現在）

率

返済期間

運転資金７年以内
設備資金１０年以内

１．商工会議所地区で１年以上事業を営んでおり、所得の
申告をしている。
２．従業員が５人以下の商業・サービス業、20人以下の
製造業・その他の業種。
３．原則として６か月以前から商工会議所の経営指導を受
けており、経理内容があきらかである。
４．納付すべき税金をすべて完納している。（所得税・法
人税・事業税・県市民税）

運転資金

設備資金

14

工場・店舗の改築
車輌の購入
機械設備・什器備品の購入
（見積書・カタログ等が必要です）

はじめてご利用の方へ
融資を受けるには、従前から商工会議所の経営指導を受
けている事が必要です。お早めに、当所の経営指導員の
指導を受けられることをおすすめします。

【お問い合わせ】倉敷商工会議所中小企業相談所

Kurashiki

仕入資金／買掛金・手形の決済
給料・ボーナスの支払
諸経費の支払

ＴＥＬ／０８６－４２４－２１１１（代）

（日本政策金融公庫）のご案内
「国の教育ローン」
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象
とした公的な融資制度です。
【ご 融 資 額】お子さま１人あたり350万円以内

【金

利】年1.76％ 固定金利
（平成29年11月10日現在）
※母 子家庭、父子家庭または世帯年収
（所得）200万円（122万円）以内の方
は年1.36％

【ご返済期間】１５年以内
※交 通遺児家庭、母子家庭、父子家庭
または世帯年収（所得）200万円（122
万円）以内の方は18年以内

【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・
マンションの敷金･家賃など
【ご返済方法】毎月元利均等返済
（ボーナス時増額返済も可能）
【保

証】（公財）教育資金融資保証基金
（連帯保証人による保証も可能）

詳しくは、ＨＰ（
「国の教育口－ン」で検索）または教育ロー
ンコールセンター（0570－008656 〔ナビダイヤル〕 または
03－5321－8656）までお問い合わせください。

電子証明書の割引クーポン発行
会員事業所は２０００円オフ

岡山県や倉敷市など県内18市町の電子入札システムリ
ニューアルに伴い、倉敷商工会議所は、民間認証局が発行
する電子証明書の取次業務、会員確認用クーポン券の発行
を行っています。
電子入札に参加するすべての建設関係の事業者は、４月
までに㈱帝国データバンクの発行する電子証明書の取得が
必要になります。会費を完納されている会員事業所は当所
発行の会員確認用クーポン券をご利用いただければ、2000
円の割引になります。
提携認証局と割引額

■㈱帝国データバンク
（ヘルプデスク☎0570-011999 平日9:00～17:00）
ＴＤＢ電子認証サービスＴｙｐｅＡ（ＩＣカードタイプ）
（電
子入札用）
クーポン割引額 2000円
■セコムトラストシステムズ㈱
（ヘルプデスク☎0120-39-0756 24時間365日）
セコムパスポート for G-ID（一般用／行政書士用）
クーポン割引額 ２年版 2000円、３年版 3000円
※電子証明書については各電子認証局、クーポン券につい
ては倉敷商工会議所総務部（☎086－424－2111）へお問
い合わせください。

業 務 日 誌（１月度）
４日 ・仕事始め

24日 ・第16回正副会頭・専務理事会議

６日 ・平成29年度職員旅行(～７日)

・青年部第10回産学向上委員会

９日 ・青年部平成30年度第１回役員予定者会議

・青年部平成30年度第１回例会委員会予定者会議

10日 ・第15回正副会頭・専務理事会議

・青年部平成30年度第１回流域発展委員会予定者会議

・平成30年度新年祝賀会

25日 ・「倉敷三斎市」出展者交流会

・青年部第10回会員研修委員会

・青年部第10回町づくり委員会

・青年部第10回会員拡大委員会

26日 ・倉敷天領夏祭り第３回実行委員会

11日 ・女性会平成30年度新年祝賀会
・青年部第10回役員会

27日 ・「環境・ゴミ・省エネルギー問題絵画コンクール」作品展示会(~28日)
30日 ・第４回金融税務委員会

12日 ・青年部第10回総務ビジョン委員会

・理財部会、金融税務委員会合同視察見学会・懇親会

15日 ・新春経済講演会

・第３回建設委員会

・青年部第10回親睦委員会
・青年部第10回会員連携委員会

・高梁川流域「倉敷三斎市」企画運営チーム会議
31日 ・青年部平成30年度第１回総務広報委員会予定者会議

16日 ・倉敷未来プロジェクト・藤の花プロジェクトmt工場見学
・青年部第10回地域連携委員会
17日 ・観光委員会第４回正副委員長会議
・第３回流通委員会(新年会)
・青年部第10回例会、新年賀詞交換会
18日 ・倉敷税務署との懇談会
・第４回運輸交通委員会
・青年部第10回広報渉外委員会
21日 ・高梁川流域「倉敷三斎市」
22日 ・第４回工業委員会
23日 ・第４回観光委員会、新年会

夢を現実に。喜びを感動に。
未来を創造するＯＥＣグループ
電気・情報通信・防災設備工事・設計保守管理
情報通信設備協会 LAN 認定企業

安全第一

株式会社 でんでん

本社 〒710-0826 倉 敷 市 老 松 町 ４–６–１ １
TEL
（086）425-5111㈹ FAX
（086）426-0611
太陽光発電システム・“高品質”“低価格”を提供する
光電話・防災全般についてのお問い合わせはでんでんへ

Kurashiki
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オハナ不動産

倉敷の

検索

倉 敷 で の 任 意 売 却 の ご 相 談 は オハ ナ 不 動 産 に お 任 せ

株式会社

オハナ不動産

相 談 無 料

秘 密 厳 守

倉敷市笹沖395－7（ドコモショップ笹沖店２階）
70120－087－233  電話番号／086－435－0010
E - m a i l ／0hana@diary.ocn.ne.jp
営業時間／AM9：00～PM5：00

不動産に関する
（売買・住宅ローン支払いなど）
困ったにお答えします！

倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さま、こんにち

れるような場合に、競売入札が開始される前に債権者（銀行さ

は！オハナ不動産の山部真一です。2月6日に「岡山でローン

ん等の金融機関）の合意をとって任意に売却することです。当

未払いでマイホームが競売にかけられる前に絶対に知っておく

社が日頃から取り組んでいる「任意売却」をオススメする理由

べき任意売却というすごい選択」という本を出版しました。本

として、競売のデメリットは、①市場価格より大幅に安い価格

の内容は何らかの事情（離婚、教育ローン、転職など）で、住

で売却されてしまう。②引越し費用は全額自己負担。③強制立

宅ローンが払えなくなってしまった人に、自己破産や競売以外

ち退きを命ぜられる場合も。④業界紙やネットで公告され、周

にも選択肢があることを漫画などを使ってわかりやすく伝えて

囲に知られてしまう。ことなどです。そして、任意売却のメリッ

います。現在住宅ローンの支払いで困っている方だけでなく、

トとして、①市場価格に近い価格で売却することが可能。②売

これからマイホームを購入しようと考えている方にも読んで頂

却代金から、引越し資金を確保することが可能な場合がある。

きたい内容です。「知っている」と「知らなかった」では、大

③売却後の残債の返済方法の話し合いが進めやすい。④一般の

きく結果が変わってくることがあります。最寄りの書店さんに

物件と同じように販売する。ことなどです。当社では、住宅ロー

もありますので、一度手にしてみて下さい。

ンで悩んでいる方の相談会を行っています。今までお会いした

2月は「競売と任意売却」についてお伝えします。

沢山の方が、「どうにかしたいとは思っていたが、なかなか誰

競売（けいばい）とは、裁判所の指導のもと、業界紙、インター

にも相談できなかった…。」とおっしゃっていました。専門家

ネットを用いて競売公告を行い、入札制度により最高価格を申

に相談することにより、借金や返済方法の知識を得るだけで考

し出たものに売却することです。そして、任意売却（にんいば

え方が変わり心に余裕が生まれ冷静に判断できるようになりま

いきゃく）とは、借りていたローンが払えない、滞納している

す。「誰にも相談できない…。」と一人で悩まず、専門家にご相

などで、いずれ所有不動産が競売になってしまうことが予測さ

談することをオススメします。

注意点

◦□に入るのはカタカナ１文字です
◦「ァ・ィ・ゥ・ェ・ォ・ャ・ュ・ョ・ッ」などの小さい字（促音・
拗音）は、大文字の「ア」や「ツ」として１文字とします
（例：「ショック」→「シヨツク」）

タテのカギ
ヨコのカギ

タテとヨコの問題を
解 い て、 □ を 埋 め て
ください。

答

A

B

答

C

D

E

◦濁音や半濁音は１文字として数えます
◦A～Dに入れた文字を並べると、季節ならではの言葉が完成
します

1 花から蜜を集めたり巣を作ったり忙しい虫
2 固体はソリッド、液体は？
3 うわさを○○○にはさむ
4 めったにないこと
6 花嫁の文金高島田を覆う布
9 答えの分からない問題に欲しいもの
10 スープがとれる鶏の骨
11 他人のことを考えない、自分本位の考え方
1 虚勢を張る人＝「○○○の虎」
3 すごろくで動かすもの
5 華厳、袋田、養老
6 魚のすり身のだんご
7 瓶に直接口をつけてゴクゴク
8 興行場の入り口で払う料金。○○銭
10 筑波といえば「研究○○○○都市」
12 パワーが必要な肉体労働

１月号の答
ア ス パ ラ ガ ス
タ ナ
マ

ク

パ

ア サ レ ン
ス ー ツ

ヒ バ チ

エ ー

ゲ コ
A

コ

ペ ダ ル

B

C

D

E

バ ス

ツ

ア

ー

がわかった方は、官製はがきに〒住所・氏名・年齢・事業所名・電話番号をご記入の上、
下記宛先までご応募ください。正解者のなかから図書カードを３名様にプレゼント！

締め切り／平成30年３月15日必着

TEL 424−2111

〒710−8585 倉敷市白楽町249−5 倉敷商工会議所 会報係 ホームページアドレス http://www.kura-cci.or.jp
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今年の２月は平昌オリンピックが開催され、連日メダル獲得を目指して熱戦が繰り広げられました。日本は、
前半あと一歩のところで銀メダル、銅メダルが続いていましたが、ついにスケートの羽生選手がやってくれまし
た。３ヵ月前に足を負傷してぶっつけ本番で見事２連覇達成！感動しました。地元出身の田中刑事選手は、１８位
でしたが今後の活躍を期待したいと思います。
（H）

2018
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