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漢方専門 寿元堂薬局は今年で創業41年目を迎えます。日本の伝統医学である漢方を継承す
る数少ない專門薬局として、地域新聞紙では30年以上にわたり漢方の正しい知識を発信してき
ました。一般の人に向けた書籍のほか、専門書の著作や編集も手がけています。
皆様の健康と関わって思うことは、健康の大切さは失って初めて気付く人が多いということ。
昨年より「ご自身の体と向き合っていただく機会を少しでも多くつくりたい」という思いから、
漢方薬の原料である生薬をブレンドした“寿元堂茶”の販売を始めました。
今後も漢方のことを正しく知っていただき上手に利用していただけるよう取り組んで参りま
すので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。
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弊社は、クリーニングのホワイト急
便です。工場では、岡山初の天然素
材シリコーン溶液を使用し、肌にや
さしいしなやかな仕上りにこだわっ
ています。またドライブスルーや洗
濯代行、洋服のお直しサービスなど
お客様の利便性に努めています。
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平成３０年７月豪雨

避難所からの引越をサポート

―倉敷・児島・玉島商工会議所、つくぼ商工会が連携―

「平成３０年７月豪雨」で自宅を失った被災者の生活再建を応援しよ
うと、倉敷商工会議所は、児島・玉島商工会議所、つくぼ商工会と
連携し、８月９日から倉敷、総社市内の避難所２８カ所で暮らす倉敷
市民の仮設住宅等への引越を支援するサービスを実施しています。
支援は、避難所から仮設住宅へ引越する移動手段がなくて困って
いる避難者が対象。倉敷市内の２１避難所について倉敷、児島、玉島
商工会議所で担当を決め、真備町住民を受け入れている総社市内の
７避難所はつくぼ商工会が対応します。
引越希望日の２日前までに、市役所内に設けられた引越サポート
センターで先着順に申し込みを受け付け。倉敷商工会議所と各商工
避難所から荷物を搬出（８月９日、熊野神社）
会議所・商工会を経由して、車両を提供するボランティア事業所に
連絡し、引越日当日は避難者と荷物を運び、希望があれば、途中で店舗に立ち寄り、買い物のお手伝いもしています。
期間は８月末までですが、引越や仮設住宅建設などの状況を総合的に判断し、その後の対応を決める予定です。
支援対象となる避難所では、８月６日現在で
８１６世帯、１９９７人の倉敷市民が避難生活を送っ
ています。岡山県へのみなし仮設住宅の入居申
し込み件数（同６日現在）は、倉敷市分が累計
２１６４件で、うち２１２６件の入居決定通知書が同市
へ送付されています。
引越先に到着（倉敷市内）

利用者第１号のSさんと記念撮影

倉敷市に義援金

過去最高の総額１３５８万円

「平成３０年７月豪雨」により倉敷市内で未曾有の被害が発生したこと
を受け、倉敷商工会議所の井上峰一会頭と藤木達夫副会頭、倉敷天領夏
祭り実行委員会の小林清彦会長は７月31日、倉敷市役所を訪れ、伊東香
織市長に総額1258万円の義援金目録を手渡しました。
贈呈式で、目録を受け取った伊東市長は「被災された方々のために大
切に使わせていただきます」と謝辞。この後、井上会頭らと被災者支援、
復興対策などについて意見交換しました。
同25日に開催された第562回常議員会では、「倉敷市西日本豪雨災害義
援金」に対し、当商工会議所としての拠出を決議。同13日から役員、議
員等へ呼び掛け、67事業所から集まった募金も含め、919万円を拠出し
ました。
目録を手渡す井上会頭、藤木副会頭、小林倉敷天
倉敷天領夏祭り第２回実行委員会は同９日、開催中止を決定するとと
領夏祭り実行委員会会長（左から）（７月31日、
倉敷市役所）
もに、既に集まっている協賛寄付金を倉敷市への義援金に充てることを
決定。その後、協賛事業所へ個別に依頼し、同意をいただいた151事業所分の339万円を倉敷市へ贈りました。
これに先立ち、女性会は同18日、丸山洋子会長らが市役所を訪れ、義援金として100万円を贈っており、当商工会議所
関係の義援金は総額1358万円に上り、当所としては過去最高となりました。
また、当商工会議所は、同10日から役員・議員に対し、ファクスによる緊急の
被害状況調査を実施し、同14日までに42事業所が回答（回収率40.8%）。被災件数
は５件、従業員の住宅被害は182件（件数判明分のみ集計）、従業員家族死亡は４
名で、真備町や総社市に拠点を持つ事業所に深刻な影響が出ていました。
なお、全会員に対して、被災者の救済制度を会報７月号へ掲載、当商工会議所
相談窓口の開設を告知し対応しました。
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被災された
事業者の皆様に

復旧・再開に向けた各種支援制度のご案内

補助金
○中小企業等グループ補助金

平成３０年７月の西日本豪雨により広範囲かつ甚大な被害を受けた地域（広島県、岡山県、愛媛県）を対象に、中小
企業等グループの復興事業計画に基づきグループに参加する事業者が行う施設復旧等の費用を補助します。
⑴補助金上限額及び公募開始期間：調整中
⑵補助率：中小企業等 ３／４（国１/２、県１/４）
中堅企業等 １／２（国１/３、県１/６）
⑶補助対象費目：施設、設備の復旧費用等（資材・工事費、設備調達や移転設置費、取り壊し、除去費、整地、排土
費等を含む）
※交付決定前に実施した施設復旧等の費用も遡及適用が認められる場合があります。

○被災地域販路開拓支援事業（小規模事業者「持続化補助金」）

小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって経営計画を策定し、販路開拓などの事業再建に取り組む費用を
支援します。
⑴公募開始時期：８月21日（火）〜
⑵補助率：３／４（国２／３、県１／12）
⑶上限額：２25万円（７月豪雨災害で被害を受けた小規模事業者を対象）
⑷補助対象費目：機械装置等費、車両購入費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、
専門家謝金、専門家旅費、委託費、設備廃棄等費、外注費
※交付決定前に実施した事業にも遡及適用が認められる場合があります。

融資
○平成30年7月豪雨特別貸付（日本政策金融公庫）

⑴貸付限度額：各貸付制度の限度額に上乗せ6,０００万円（国民事業）
⑵貸付期間：適用する各貸付制度の貸付期間に準ずる
⑶基準利率：１．３６％（災害貸付）
※り災証明を受けた中小企業等を対象に０．９％の金利引き下げ（貸付後３年間、３千万円まで）

○信用保証制度（災害関係保証）

⑴対象資金：事業の再建に必要な資金
⑵保証限度額：無担保8,000万円、最大2億8,000万円
※一般保証及びセーフティネット保証４号と別枠で融資額の全額を保証
⑶保証利率：信用保証協会所定のため、信用保証協会にお問い合わせください

雇用
○雇用保険の基本手当（失業給付）の特例措置

⑴平成30年７月豪雨の災害救助法の適用地域に所在する事業所が災害により休業する場合に、休業し賃金を受けるこ
とができない方に対して、雇用保険の基本手当（失業給付）を支給。
⑵平成30年７月豪雨の災害救助法の適用地域及びその隣接する地域に所在する事業所が災害により休業する場合に、
一時的な離職を余儀なくされた方に対して、雇用保険の基本手当（失業給付）を支給。

○雇用調整助成金の特例措置

⑴豪雨による災害に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小が余儀なくされた事業所の事業主が、一的に休業、教
育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、事業主が支払う休業手当、賃金などの一部が助成
されます。
⑵支給限度日数を「１年間で100日」から「１年間で300日」に延長

※上記支援制度の詳細につきましては、中小企業庁「中小企業者支援策ガイドブック」等をご覧ください。
≪７月豪雨災害に関する特別相談窓口≫
倉敷商工会議所では、この度の豪雨により被災された事業者の皆様のご相談に対応しています。
お問合せ先

倉敷商工会議所 中小企業相談所

ＴＥＬ ０８６－４２４－２１１１
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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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倉敷商工会議所カレンダー
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木
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金

法律相談(倉敷）

仏滅

土

大安

日

赤口

月

第41回福祉住環境コーディネーター検定申込受付開始(～10/12) 友引

火

先負

水

仏滅

木

知的財産相談

赤口

土

先勝

日

高梁川流域「倉敷三斎市」新見デー

金 融 相 談（随時・要予約）倉敷
組 合 相 談（随時・要予約）倉敷
Ｉ Ｔ 相 談（随時・要予約）倉敷
環境経営相談（随時・要予約）倉敷

26
27
28
29
30

大安

金

17
18
19
20
21
22
23
24
25

友引

月

敬老の日

火

第45回カラーコーディネーター検定申込受付開始(～10/19) 仏滅

水

大安

木

赤口

金

先勝

先負

友引

土
日

秋分の日

先負

月

振替休日

仏滅

火

第150回簿記検定申込受付開始(～10/18)

大安

第44回ビジネス実務法務検定申込受付開始(～10/26)
水

法律相談(水島）

赤口

木

先勝

金

友引

土

先負

日

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。

新 入会員
事 業 所 名

業

種

所

在

地

㈱諏訪商店

コンビニエンスストア、珈琲豆小売業

水江１２９６－１

㈱富久屋

食品卸

酒津４８－６

㈲医療福祉研究所ヘイセイ

介護関連事業

老松町４－４－７

有料職業紹介業

岡山市北区表町３－３－３２
ウエスタンビル３０２号室

ファーストチョイス
職業紹介所
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「平成３０年７月豪雨」義援金
この度の未曽有の「平成３０年７月豪雨」を受け、一日も早い復興を祈念し７月１８日
（水）に倉敷市役所

生水副市長へ義援金を丸山・竹内正副会長より持参しました。

ハーバリウム講習会
「平成３０年７月豪雨」もまだ収まらない中、１９名の参加者で流行っ
ているハーバリウム（植物標本）を作りました。円錐型、円柱型の二
種類のガラス瓶にブリザーブドフラワーを形よく入れ、その中に専用
のオイルを注入して完成でしたが、ボトルを光にかざした時の美しさ、
見た目がとてもきれいで楽しい一時を過ごすことができました。
出来上がったハーバリウムは来る天満屋「平成３０年７月豪雨」チャリ
ティふれ愛バザーのテーブルに飾り、
「花」を添えたいと思っております。

Kurashiki

5

平成30年度
青年部

スローガン

Resource of the YEG
～同志と築き

地域と育む

平成３０年度倉敷商工会議所青年部
第４回役員会
第４回役員会を、平成
３０年７月５日（木）１８時
より倉敷商工会館で開催
させていただきました。
５月の例会内で行われ
た講演会についての事業
報告等の議案が上程され、今後の活動についての意
見交換が行われました。

我らの経済資源こそ倉敷ＹＥＧ～

７月活動報告

のアーケードには七夕の飾りがあり、豪雨災害の復
興にも思いを寄せての開催となりました。

７月豪雨災害緊急対策委員会
この度の７月豪雨
災害を受け、７月８
日（ 日 ）１３時 よ り 緊
急対策会議を行いま
した。
倉敷ＹＥＧの中に
も被災したメンバー
がおり、仲間の為に何が出来るか。また、被災され
た方々の為にも何が出来るか。倉敷ＹＥＧとして、
今後、復興にかかる時間等を考え、長期的な復興の
支援が出来るようにと話し合われました。
７月21日（土）玉島・児島・倉敷の３YEGで復
興作業のお手伝いに行かせていただきました。

第５回例会
第５回例会を７月２０日（金）、１９時より倉敷商工会
館で開催させていただきました。
例会内事業として、はやしまＢａｓ
ｉ
ｃ Ｌｉ
ｆｅ Ｓｕｐｐｏｒ
ｔ
代表 日笠博元（ひさか ひろはる）氏を講師にお招き
し、今までのボランティア活動の経験から多くのこ
とをお話しいただきました。災害時のボランティア
活動について、参加時の注意事項、支援にまつわる
注意事項等、倉敷ＹＥＧとして、復興活動にどのよ
うに携わっていくべきかについて大変貴重な意見を
聞かせていただきました。

７月倉敷三斎市
７月１５日（日）倉敷三斎市が開催されました。豪
雨災害のため、予定されていた催しが中止されるな
か、多くの方に来場いただきました。当日は商店街

倉敷商工会議所青年部！
！

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

ひろげませんか 異業種交流の輪！

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）
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倉敷商工会議所
くらしきＴＭＯとは

ラルｆ実行委員会を統括し、企業で言えば、持ち株会
社的な役割を果たしています。
会長は藤木達夫副会頭、副会長は野嶋雅弘倉敷商店
街振興連盟会長と小林清彦（公社）倉敷観光コンベン

倉敷商工会議所くらしきＴＭＯは、倉敷市中心市街

ションビューロー会長で、その他の役員は、各実行委

地活性化基本計画新計画にも盛り込まれている倉敷

員会の正副委員長が務めています。

屏風祭、高梁川流域「倉敷三斎市」、倉敷フォトミュ

なお、倉敷市中心市街地活性化協議会は、中心市街

ラルｆの推進母体となる組織で、倉敷まちづくりセン

地活性化法に基づき設置されている団体で、会長は岡

ターの管理やくらしきシティ車椅子の運行維持管理

荘一郎倉敷まちづくり㈱代表取締役。倉敷商工会議所

も手掛けています。

と倉敷まちづくり㈱の共同事務局で、国庫補助を伴

「感じる心で歩くまち くらしき」をキャッチフレー

うハード事業を中心に倉敷市が推進を調整し同協議

ズとして、平成１５年１０月に設立。同１８年の「まちづくり

会で合意形成を

３法」改正を受け、倉敷市は、まちづくりの主体「都

図っており、ソフ

市機能の増進を推進する者」として、第３セクターの

ト事業中心のく

倉敷まちづくり㈱を位置付けた結果、くらしきＴＭＯ

らしきＴＭＯと

の法的根拠はなくなりました。

役割分担ができ

しかし、倉敷商工会議所内のまちづくり推進部門と

ています。

して存続させて現在に至り、倉敷屏風祭実行委員会、

復活から17回目を迎える倉敷屏風祭
（写真はH29.10.14~15）

高梁川流域「倉敷三斎市」実行委員会、倉敷フォトミュ

倉敷商工会議所くらしきTMO

☎ 424−2111 ㈹

倉敷物語館
1 日(土)～17 日(月)
展 示

展示
素隠居イベント

17 日(月) イベント
素隠居ってな～に？
素隠居踊り
日本の祭り上映会
リアル素隠居コンテスト
素隠居面絵付け体験
素隠居たたき

素隠居たたき

リアル素隠居コンテスト

出場者大募集！
素 適な方
素 直な方
素 隠居が大好きな方

お問い合わせ / ０８６(４３５)１２７７ 倉敷物語館

入 館 料：無料
開館時間：４月～11月：9:00～21:00
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

←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
●
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航空宇宙産業推進協議会

会員を募集！

平成３０年１０月発足予定
倉敷商工会議所は、７月２５日に開催した第５６２回常議員会において「航空宇宙産業推進協議会」の設立を決
定しました。水島のものづくり技術を活かし、水島への航空宇宙産業クラスター実現を目指す「MASC」や
行政と連携し、新しい産業の振興を図ります。ドローン部会と航空宇宙部会の２部会で、１０月１日の発足に
向け会員を募集します。
会員資格

本商工会議所の会員及び特別会員

会

費

年会費/１万円

事

業 （１）航空宇宙産業の研究と会員及び関係団体との情報共有
（２）航空宇宙産業の振興と創業を支援
（３）その他本会の目的達成に必要な事業

部

会

入会方法

①ドローン部会　　　②航空宇宙部会
下記お問い合わせ先へご連絡ください。

⃝お問い合わせ先
			
			

倉敷商工会議所 総務部 産業振興課　　担当：井上・林
住所：倉敷市白楽町２４９－５
TEL:086-424-2111㈹ FAX:086-426-6911 E-mail:kcci@sqr.or.jp

65歳超雇用推進助成金のご案内

平成30年4月から制度が
一部変更されています

65歳超継続雇用促進コース

高年齢者雇用環境整備支援コース

高年齢者無期雇用転換コース

65歳以上への定年の引上げ、定年の定め
の廃止、希望者全員を対象とする66歳以
上の継続雇用制度の導入のいずれかの措
置を実施する事業主の皆様を助成します。

高年齢者の雇用の推進を図るために、以
下のいずれかの高年齢者の雇用環境整備
の措置を実施した事業主の皆様を助成し
ます。

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約
労働者を無期雇用労働者に転換した事業
主の皆様を助成します。

雇用管理に関する措置の実施等を要件に
加え引上げ幅等に応じて支給額が変更さ
れました。

措置の実施後、6ヶ月間の措置内容の使
用・運用及び対象被保険者の継続雇用が
要件に加わりました。

主な支給要件

措置の内容

・労 働協約または就業規則で定めている
定年年齢等を、過去最高を上回る年齢
に引上げること
・定 年の引上げ等の実施に対して、専門
家へ委託費等の経費の支出があること。
また、改正後の就業規則を労働基準監
督署へ届け出ること
・１年以上継続して雇用されている60歳
以上の雇用保険被保険者が1人以上い
ること
・高年齢者雇用推進者の選任及び高年齢
者雇用管理に関する措置（※1）の実施

①機 械設備、作業方法、作業環境の導
入または改善による既存の職場または
職務における高年齢者の雇用機会の
増大
②高 年齢者の雇用の機会を増大するた
めの雇用管理制度の導入または見直
し及び 高年齢者に対する健康管理制
度の導入

支給額
・定 年の引上げ等の措置の内容、60歳
以上の被保険者数、定年等の引上げ
年数に応じて5万円から160万円
（ただし１事業主あたり（企業単位）1回
限り）

支給額
以丅の(1)、(2)いずれか低い額を支給し
ます（上限1,000万円）
(1)措 置 に 要した 経 費 の60 ％《75％》、
ただし中小企 業 事 業 主 以 外は45％
《60％》
(2)措 置の対象になる1年以上継続して雇
用されている60歳以上の雇用保険被
保険者1人あたり28.5万円《36万円》
（
《 》内は生産性要件
（※2）
を満たす場合。
）

営業利益＋人件費＋減
生産性要件（※2）とは、
『助成金の支給申請を行う直近の会計年
価償却費＋動産・不動
度における「生産性」が、その3年度前に比べて6％以上伸びてい
生産性＝ 産賃借料＋租税公課
ること（生産性要件の算定対象となった期間中に、事業主都合に
よる離職者を発生させていないこと）
』が要件です （企業の場合）
雇用保険被保険者数
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無 期雇用転 換日において、64歳 以 上の
労働者は当コースの支給対象外となりま
した。

申請の流れ
①高 年齢者雇用推進者の選任及び高年
齢者雇用管理に関する措置（※1）を
実施し、無期雇用転換制度を整備
②転換計画の作成、機構への計画申請
③転換の実施後6ヶ月分の賃金を支給
④機構への支給申請

支給額
・対象労働者１人につき48万円
（中小企業事業主以外は38万円）
・生産性要件（※2）を満たす場合には対
象労働者1人につき60万円
（中小企業事業主以外は48万円）
高年齢者雇用管理に関する措置（※1）とは
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練
の実施等、(b)作業施設・方法の改善、(c)健康
管理、安全衛生の配慮、(d)職域の拡大、(e)知
識、経験等を活用できる配置、処遇の推進、(f)
賃金体系の見直し、(g)勤務時間制度の弾力化
のいずれか

独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用支援機構
岡山支部 高齢・障害者業務課
（TEL：086－241－0166）

？？

ご存知
ですか

パートタイマーの通常の労働者への転換
Q

パートタイム労働法では、通常の労働者へ

ことが必要になります。周知については、応募機

の転換を推進するための措置としてどのような

会の付与を伴うものでなければならず、周知のみ

①通常の労働者を募集する場合の募集内

A

容の周知

②通常の労働者を新たに配置す
③通常の労働者への

②は、事業場内に通常の労働者の新たなポスト
を作る場合や、通常の労働者の退職等により空き

ることが、事業主に義務付けられています。

ポストができた場合に、新しく通常の労働者を配

１.通常の労働者への転換の推進措置

置しようとするケースについてのものです。この

⃝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。

パートタイム労働法の１３条は事業主に対し、パー

ようなケースで、企業外に通常の労働者の募集を

トタイマーを通常の労働者へ転換することを推進す

出す前に、企業内のパートタイマーに配置の希望

るための措置を講ずることを義務付けています。

を申し出る機会を与えること、つまり企業外で募

これは、通常の労働者として働くことを希望す
るパートタイマーに対し、通常の労働者になる機

というものです。

事業主に義務付けられているのは通常の労働者

③の試験制度などの措置とは、一定の資格を有

への転換措置を講ずることであって、その結果と

するパートタイマーに通常の労働者への転換のた

してパートタイマーを通常の労働者に転換するこ

めの試験制度を事業場内に設けることです。ここ

とまで義務付けられているものではありません。

でいう、「一定の資格」とは、例えば勤続年数や

２.①の措置について

⃝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

集をかける前に企業内から優先的に募集をしよう
４.③の措置について

会を付与することを目的とするものです。

⃝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

平成
年７月豪雨により被害を受けられた方へ

３０

の措置を講じたことになりません。
３.②の措置について

転換のための試験制度などの措置のいずれかを講じ

る場合の希望申出の機会付与

⃝電話
086-426-1117

で実際には応募を受け付けないという場合は、①

ことが事業主に義務付けられているのでしょうか。

その職務に必要な資格等をいいます。

①は、企業外に通常の労働者の募集をする場合

その他の③の措置としては、通常の労働者とし

についてのものです。パートタイマーがその募集

て必要な能力を身につけるための教育訓練の機会

対象者の要件に合致しないことが明確な場合を除

の付与が例としてあげられます。

いて募集について常にパートタイマーに周知する

倉敷税務署だより
この度の平成30年７月豪雨により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。
今回の豪雨により被災された方には、次のような税制上の措置（手続）等がありますのでご確認ください。
災害により申告等が期限までにできない方
○岡山県、広島県及び山口県のうち下記の地域（指定地域）に納税地のある方については、国税庁告示により、平成30年７
月５日以降に到来する全ての国税に関する申告・納付等の期限が、自動的に延長されます。
都道府県名
岡山県

指 定 地 域
岡山市(北区・東区)
、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町

広島県

広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町)

山口県

岩国市周東町

（注）対象地域については、今後の状況を踏まえて見直す可能性があります。
○上記の指定地域外に納税地のある方についても、申告・納付等の期限の延長を受けられる場合があります。

災害により納付が困難な方
○国税の納付の猶予（納税の猶予）を受けられる場合があります。
災害により住宅や家財などに損害を受けた方
○確定申告の前に「源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予」や既に徴収された「源泉所得税及び復興特別所得税の還付」
を受けられる場合があります。
○確定申告の前に「予定納税の減額」を受けられる場合があります。
○申請等を行うことで「相続税又は贈与税の災害減免措置」を受けられる場合があります。
○確定申告を行うことで「所得税及び復興特別所得税の全部又は一部の軽減」を受けられる場合があります。

詳しくは、広島国税局ＨＰをご覧いただくか、税務署までお問い合わせください。
広島国税局ＨＰ

広島国税局

で検索

又は

こちらからアクセス ⇒

※災害等のあったときの税務上の取扱いに関する照会事例を取りまとめた「平成30年７月豪雨により被害を受
けられた方の税務上の措置（手続）FAQ」を広島国税局HPに掲載しておりますので、参考としてください。

倉敷税務署

℡ 086-422-1201

児島税務署

℡ 086-472-2630

玉島税務署

℡ 086-522-3121

※音声案内の後【１】を押して「電話相談センター」を選択してください。

広島国税局・税務署

Kurashiki
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No.157
〒710-0833 倉敷市西中新田525
TEL 086-421-1900
https://sellers.jp/

代表取締役

世良

勉氏

こんなお菓子いいね！をキャッチコピーに、
メーカーでは作れないお菓子の企画・
販売を行っています。
はじめまして。
株式会社セラーズ 代表取締役 世良 勉と申します。

Le
t’
sPa
r
t
yシリーズ

弊社は昭和28年に菓子卸業として創業いたしました。近年流通
構造の変化に伴い単にメーカーから仕入れて小売店に販売すると
いうB to Bの構図が先細りになり、新たな販売ルートの開拓や卸
売業ならではの商品開発を進めオリジナル商品の開発に注力して
おります。さらにネット販売などによりB to Cの販売も好調に推
移しております。
旅行代理店向け商品「Let’s Partyシリーズ」が
発売30周年を迎えました。
昭和63年に旅行代理店やバス会社を通じて、企業や各種団体の慰

ハロウィン・クリスマス商品

安旅行などに最適なおつまみやお菓子の詰合せパック「Let’s Party
シリーズ」12品目を発売して30年になりました。おかげさまで今
では全国550社の旅行代理店にお取り扱いをいただいております。
またネット販売を通じて企業等の旅行幹事様からも直接多くの注
文をいただいております。
この秋より30周年キャンペーンを開始します。
ハロウィン・クリスマス等の
オリジナル商品の企画・販売

合格祈願お菓子詰合せBOX

12年ほど前から保育園や学童保育向けに「低価格で可愛い夢の
ある商品を！」をテーマに企画販売してまいりました。ここ数年
のハロウィンブームにも乗り、お客様も企業の販促用やイベント
のプレゼントにと用途も拡大しています。

倉敷地方卸売市場

一昨年より販売量の拡大に伴い、セラーズオリジナルの商品も

●

菓子メーカーやパッケージメーカーにOEM製造していただきブ

㈱セラーズ

ランディング戦略を進めております。
今後も夢のある商品開発や新規販売ルートの開拓に努めていき

●ザ
・ビッグ

たいと思います。
どうぞよろしくお願いします。

市役所西
交差点

● 中原三法堂

2
笹沖交差点
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平成３０年度全国労働衛生週間に向けて
「全国労働衛生週間」は昭和２５年に第１回が実施されて以
来、本年で69回目を迎えます。この週間は国民の労働衛生
に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生
管理活動を通じた労働者の健康確保に大きな役割を果たし
てきたところです。
労働者の健康を巡る状況を見ると、過重労働等によって
労働者の尊い命や健康が損なわれ、深刻な社会問題となっ
ています。脳・心臓疾患、精神障害の労災認定件数は、こ
こ数年は700件台で推移しており、そのうち死亡又は自殺（未
遂を含む。）の件数は200件前後となっています。
また、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み又はストレ
スを感じる労働者は、依然として半数を超えています。
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合は６割
弱にとどまっており、ストレスチェック制度の運用についても、
分析結果を職場環境の改善に活用している事業場の割合は
４割弱となっています。
この他、労働安全衛生法に基づく一般健康診断における
有所見率は５割を超え、年々増加を続けています。
労働力の高齢化が進む中で、職場において、病気を抱えた
労働者の治療と仕事の両立への対応が必要な場面はさらに増
えることが予想されます。一方で、職場での対応は個々の労働
者の状況に応じて進めなければならず、支援の方法や医療機
関等との連携について悩む事業場の担当者も少なくありません。
化学物質に関しては、芳香族アミン取扱事業場における膀

倉敷労働基準監督署
胱がん事案のように、従来は把握されていなかった重篤な健
康障害が発生しているほか、ラベル表示や安全データシート
の交付を行っている譲渡・提供製造者の割合は、それぞれ
60.0%、51.6%にとどまっています。
このような背景を踏まえ、今年度は、
「こころとからだの健康づくり
みんなで進める働き方改革」
をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場に
おける労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛
生管理活動の一層の促進を図ることとしています。
実施期間は、本週間が10月１日~10月７日、その準備期間
が９月１日～９月30日と設定されています。
この機会に日常の労働衛生活動の総点検をお願いするととも
に、その中でも特に下記事項の取組についてご留意ください。
①過重労働による健康障害防止対策の推進
②メンタルヘルス対策の推進
③治療と仕事の両立支援対策の推進
④化学物質による健康障害防止対策の推進
⑤石綿による健康障害防止対策の推進
⑥職場における腰痛予防対策の推進
⑦職場における受動喫煙防止対策の推進
◎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

倉敷市保健所保健課
精神保健係

〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9823 FAX 434―9805
倉敷市保健所は、市民の健康づくりを
応援します。
保健師 横山みわ

心の健康づくり ～ストレスとゲートキーパー～
この度の平成３０年7月豪雨により被災された皆様に心より
お見舞い申し上げます。また被災地、被災者支援に従事され
ている皆様、大変お疲れ様です。
災害によって、大変重いストレスにさらされると、程度の
差はあっても不安や心配などの反応が表れます。まずは休息
や睡眠をできるだけとるようにしましょう。
これらの不安、心配の多くは時間の経過とともに回復する
ことが知られています。しかしストレスが長期間続くと心や
体の調子を崩してしまい、身体的な病気やうつ病などの心の
病気にかかってしまうことがあります。「眠れない」「気分の
落ち込み」
「体の不調が続く」などの症状が起きているときは、

まず身近な方や専門の相談員に相談してみてください。
また倉敷市では、毎年自殺者が８０人前後で推移しており、
10、20歳代の若い世代や30～60歳代の働き盛りの男性が多い
傾向です。自殺を考えるほど辛い気持ちを抱えている人は、
何らかのサインを発しているといわれます。サインは誰に出
されるか分かりません。
自殺予防には、
悩んでいる人に気づき、
声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人であ
るゲートキーパーが大きな役割を果たします。
（役割について
は下記参照）
皆様、お１人お１人が意識することが大切です。お互いに
声をかけ合っていきましょう。

ゲートキーパーの役割
気づく・声をかける
「元気がない」
「口数が減った」
「食欲がない」など、

受け止める・傾聴
相手の話によく耳を傾けましょう。

家族や仲間のちょっとした変化に気づいて、声を

相手の気持ちを尊重することが大事！

かける。

一方的に質問したり、急がせたりせず、本人が話す気にな

つなぐ・見守る
専門家に相談することを勧めましょう。
また、今後も引き続き相手を見守り、相談があ
ればしっかりと受け止めるようにしましょう。

るまで、じっくり待つことも大切なことです。
ちょっとした変化に気づくには、日頃から周囲の様子
をみたり、関心を持っておくことが大事ですよね。
悩んでいることに気づいたら、声をかけてみましょう。

Kurashiki
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〈平成30年７月調査結果〉

業況ＤＩは、天候要因もあり３ヵ月連続の悪化。先行きも不透明感残る

変」への変化も影響したことに留意が必要。また、猛暑や大雨などの
天候不順に伴う農産物の出荷量減少を懸念する声が多く聞かれた。小
売業は、食料品・日用品を中心に消費者の根強い節約志向を指摘する

▪７月の全産業合計の業況DIは、▲16.7と、前月から▲1.3ポイントの悪

声が聞かれるものの、化粧品などのインバウンド需要が押し上げ要因と

化。原材料費、燃料費上昇による負担増や深刻な人手不足の影響によ

なり、改善。猛暑により夏物商材が好調との声も聞かれた。サービス業

り、製造業を中心に広く業況感が悪化した。また、記録的な猛暑に伴い、

は、悪化。幅広い業種から人手不足の影響を指摘する声があったほか、

夏物商材の需要拡大を指摘する声が小売業から聞かれた一方、サービ

猛暑や大雨の影響により、客足が減少した飲食業・宿泊業が全体を押

ス業からは猛暑や大雨などの天候不順により客足が減少したとの声が

し下げた。また、西日本豪雨による交通網寸断の影響や、旅行客のキャ

聞かれた。消費者の節約志向も根強く、足踏み状況が続いていた中小

ンセル、消費者の自粛ムードなど、客足の落ち込みへの影響を懸念する

企業の景況感は、足元で弱い動きがみられる。先行きについては、先

声も聞かれた。

行き見通しDIが▲15.4（今月比+1.3ポイント）と改善を見込むものの、
「悪

▪採算面では、全産業合計の採算DIは▲16.4（前月比▲1.4ポイント）と、

化」から「不変」への変化が主因であり、実体はほぼ横ばい。消費の

悪化。産業別にみると、建設業は、人手不足に伴う人件費・外注費の

持ち直しやインバウンドを含めた夏の観光需要拡大、生産や設備投資

増大や、資材価格の高止まりが足かせとなっており、悪化。製造業は、

の堅調な推移への期待感がうかがえる。他方、人手不足の影響の深刻

燃料費の上昇や鉄鋼をはじめとした金属材料や原材料の高止まりが収

化や、燃料費・原材料費の上昇、コスト増加分の価格転嫁遅れ、米国

益の圧迫要因となり、悪化。また、米国の保護主義的な関税措置に端

の保護主義的な関税措置に端を発する貿易摩擦の影響を懸念する声も

を発する貿易摩擦の影響を懸念する声が多く聞かれた。卸売業は、農

多く、中小企業の業況感はほぼ横ばいで推移する見通し。

水産物や飲食料品の仕入価格上昇や人件費、運送費の上昇による負担

▪売上面では、全産業合計の売上DIは▲11.6（前月比▲1.5ポイント）と、

増を指摘する声が幅広い業種から聞かれ、悪化。ただし、
「好転」から

悪化。産業別にみると、建設業は、悪化したものの、
「好転」から「不変」 「不変」への変化が主因であり、実体はほぼ横ばい。小売業は、改善。
への変化が主因であり、実体はほぼ横ばい。受注機会の損失など人手

人件費や燃料費等のコスト上昇による負担増や消費者の節約志向が続

不足の影響が足かせとなっている一方、都市部の再開発やオリンピック

く一方、好調なインバウンド需要の下支えに加え、夏物商材の動きを捉

関連を中心とする民間工事は堅調に推移した。製造業は、電子部品や

えた関連業種の収益改善を指摘する声が聞かれた。サービス業は、改善。

産業用機械、自動車関連が好調な一方で個人消費の低迷や猛暑による

人件費や燃料費、飲食料品等の仕入価格上昇によるコスト増加を指摘

影響で、食料品関連の売上が伸びず、悪化。卸売業は、製造業や建

する声は多いものの、インバウンド需要の底堅い動きに加え、受注が堅

設業関連からの受注が堅調に推移し、改善。ただし、
「悪化」から「不

調なソフトウェア業が採算好転に寄与した。

みならず、従業員の通勤も困難な状況が発生、操業停止に追い込
まれたメーカーや商品が入荷できない小売業者など、地域経済に多
▪岡山県下における2018年７月の倒産（法的整理、負債1000万円以

大な悪影響を及ぼした。急ピッチで進められている復旧作業により、

上）件数は前月比３件増、前年同月比６件増の７件となり、５ヵ月ぶ

鉄道、道路などの物流機能をはじめ徐々に正常化に向かっているが、

りに５件を上回った。負債総額前月比１億7400万円増、前年同月比

直接被災した企業も少なくなく、売上の減少や復旧費用の負担で収

3億9600万円増の4億3900万円となった。負債10億円以上の倒産が

益悪化が懸念される。また、被災エリア以外でも観光客の予約キャ

９ヵ月連続で発生しなかったが、倒産件数の増加から３ヵ月連続で

ンセルやイベントの中止などによる悪影響も出始めている。官民一

前年同月を上回った。

体となって地域全体の経済活動をサポートする動きが急がれる。

▪ＴＤＢ景気動向調査（2018年７月調査）によると、岡山県下の景

▪岡山県下における2018年７月の企業倒産は、負債総額5000万円

気ＤＩは前月比0.2ポイント増の48.2と２ヵ月ぶりに改善したが、４ヵ

未満の倒産が２ヵ月連続で６割を超えた。経営者の高齢化や後継者

月連続で40台となった。全国との比較では２ヵ月連続で下回り、都

不在などの問題を抱えた零細企業の倒産が高止まりしている。7月

道府県別では前月と同じ25位ながら、中国５県の中では前月の３位

31日に各労働局が発表した岡山県の６月の有効求人倍率（季節調整

から２位となった。業界別では、改善したのが「建設」
「不動産」
「製造」

値）は前月より0.03ポイント高い1.95倍となり、全国47都道府県で７

「運輸・倉庫」、悪化は「卸売」
「小売」
「サービス」
「
、農林水産」
「金融」

番目に高い水準となった。「新規・中途を問わず採用ができない」「募

は横ばいであった。先行き見通しでは、３ヵ月後50.1(前月49.9)、６ヵ

集しても応募がない」など、大手企業に比べて人手不足がより深刻

月後49.1
(同49.8）、１年後47.3
（同46.8）で、２指標で前月を上回り、３ヵ

な中小企業の声がある中で、この秋から最低賃金が３年連続で3％

月後は２ヵ月分ぶりに50台へ改善した。「建設」「不動産」に見られ

程度引き上げられる見通しとなった。資金力や収益力の乏しい中小

る通り、西日本豪雨の災害復興が見込まれる一方で、自粛による消

企業にとって人材の流出につながる可能性もあり、人件費の引き上

費の低下が予想され、地元企業の慎重姿勢や災害による経営マイン

げに見合う収益確保が大きな課題となりそうである。企業間格差が

ドの低下が懸念される。

拡がる中で、事業の継続が困難な状況に陥る企業が増える要因とな

▪甚大な被害が発生した「西日本豪雨」から１ヵ月が経過した。未

りそうだ。今後は、災害復旧関連の需要拡大はあるだろうが、直接

曾有の集中豪雨で、河川の決壊や氾濫により広範囲にわたって浸水

被害を被った中小・零細企業のなかには人材確保がままならず、新

や土砂崩れが発生し、高速道路や国道、鉄道網などが寸断され、

たに事業資金を借り入れてまで事業を再開する余力がなく、休廃業

一時的に物流機能が完全にマヒする状況に陥った。資材の調達の

を選択する企業も増える可能性がある。
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死後、本人ではなく門人たちが書き付けていた言葉や
問答を、死後に取り集めて編集したものです。
素晴らしい経営者の方とお会いした時に、普段はど
のような生活をしているのだろうと思ったことはない
だろうか。経営者であれば、どんな時でも会社のこと
を思い続けていたり、場合によっては休みの日もずっ
と仕事をしていたりするようなイメージもあるだろ
う。どんな時でも会社を思うことはトラブルを防いだ
り、事業を推進したりする上で大切なことであるが、

論語と経営

ろん ご

『論 語 』とは、孔子と彼の弟子達の会話を、孔子の

をいつでも持って生きているイメージが強い。しかし、
今回の文章のように、とても穏やかで人間らしい一面
が垣間見られる文章が論語の中にある。
プラベートの時にはのびのびとしていてにこやか
だったことが驚かれるくらい、普段は自分や弟子たち
には厳しい一面を持っていたということである。それ
は、数千人という弟子を持ちながら、政治や生き方を
語るからこそ必要なことだったのだと思われる。
一方でプライベートの時は、役割や立場を手放し、
一人の人間として生活そのものを楽しむことができて
いたようである。この姿は、政治や生き方を語る上で

きなのだろうか。

とても重要なことではないかと思う。民が心から望ん

【原文】子之燕居。申申如也。夭夭如也。
し

えんきょ

述而第七 4

しんしんじょ

ようようじょ

【読み】子の燕居するや、申申如たり。夭夭如たり。
【解釈】孔 子先生が家にくつろいでいる時は、いつ
ものびのびとくつろいでいて、にこやかで
うれしそうな顔をしていらっしゃった。
・燕居 … 家でくつろぐこと。
・申申如 … 伸び伸びとしてくつろいだ様子。
・夭夭如 … 楽しそうな、にこやかな様子。
【ワンポイント・アドバイス】
孔子は勇・知・仁に見られるように、理想論者でも
あり現実主義者でもある。孔子といえば、どんな時で
も理想を語り、「こうあるべきだ！」という強い信念

でいることを理解し、その期待に応えていく必要があ
るからである。
経営者としては、信念をもって事業を推進し、その
結果、社員の幸せな生活を描き、願うことが重要なこ
とである。経営者として経営理念や戦略を社員に伝え、
ビジョンについて語り合い、共に実現する経営がした
いという方がいらっしゃいましたら、是非お声掛けく
ださい。社員への理解と共感が、ビジョンを実現する
原動力を生み出すと思います。
にし だ

8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

こだわりの
自家焙煎珈琲

べ
Vol.

リーダーは誰よりも仕事では厳しく、
日常は楽しく生きる

リーダーのプライベートにおけるあり方はどうあるべ

184

まめや倉敷珈琲ではお客様からの注文
を受けて、生豆を（1袋240gから）お好
みの煎り方で焙煎します。珈琲豆は焙煎後
すぐに酸化が始まります。新鮮な味と香り

焙煎機

をお楽しみ頂くにはできるだけ短期間で飲
みきれる量での購入をお勧めしています。
人気の倉敷ブレンド（1,000円）やキリマン
ジャロ（1,000円）など12〜3種類の生豆

2４４１－５２７６

を準備しています。ご家庭やオフィスでお

〒710-0802　倉敷市水江１２８１
営 業 日／ 金・土・日・月曜日
営業時間／ 13：００～１8：００

り方にもよりますが240gで約20分お待ち

気軽に本物の珈琲をお愉しみください。煎
いただきます。混雑時の待ち時間が気にな
る方は電話での事前注文も承っています。


珈琲豆

店主

イオンモール
倉敷
●
●
●

GS

メガネの三城水江店

60

まめや倉敷珈琲

396

水江交差点

お店の場所は、イオンの前の通りを西に向かいメガネの三城
がある信号を左に曲がるとすぐに出光GSがあって、GSの手前
の細い道を入って少し南に進むと右手にお店の看板が見えます。
「まめや倉敷珈琲」さんでは、世界各地の様々な豆の種類を扱い、
小型焙煎機で短期間に飲みきれる量を焙煎します。ぜひ一度、
こだわりの焙煎コーヒーをご賞味ください。
H記

店舗

Kurashiki
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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
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。

33

Vol.

２．当所ＨＰからダウンロードすること
もできます。

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/

３．使用期限を過ぎたクーポンは利用で
きません。
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.33-1 ㈱ウエストン

vol.33-2 ㈲三宅事務機

カシオ ネームランドセット
（ＫＬ－Ｍ７－ＣＡ）

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

29,800円にて提供します。

7,980円

（税込）

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。

Ａ４サイズケース付きです。５台限定。

有効期限：平成31年10月31日まで
休 土・日・祝
Ｐ 有（２台）

亀島北

水島
中央
公園
●

倉敷市稲荷町10-5
☎ 086-422-4070
営 9:00 ～ 19:00

274

★

☎ 086-444-1610
営 10:00 ～ 16:30

428

中央公園北

★

倉敷市神田1-15-21

有効期限：平成30年9月30日まで

188
旭町南

●充実の機能を搭載したスタンダードモデルです。
●A4ファイルBOXサイズ収納ケース付です。

休 土・日
Ｐ有
（３台）

老松３丁目

倉敷市立
美術館
●

中央
１丁目

次回掲載は10月号

中小機構からのご案内

【申込み・問合せ先】

倉敷商工会議所 共済係

TEL.086-424-2111㈹

GRAPHIC COMMUNICATION

ササベ印刷 株式
会社
〒710‒0806 倉 敷 市 西 阿 知 町 西 原 1353-9
TEL（086）466‒1111㈹ FAX（086）466‒0456
E‒mail:info@sasabe.co.jp

Kurashiki
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【児島商工会議所主催 商工会議所会員限定 イベント】

第２回
異業種

交流会

ビジ

ネス の情
報交換 、
幅
広
い
人
脈作り に
最適 です
！
会場

エヴァホール児島駅前

2018 年

9.10

〒711-0921 倉敷市児島駅前4丁目98 ※大駐車場完備

（月）
13:30~
16:30

【参加料】無料（先着120名様）※席に限りがあります
お早めにお申込ください
【応募締切】一次締切 7月31日（火）
主催

児島商工会議所

岡山県倉敷市児島駅前1-37

倉敷市児島産業振興センター２階

TEL.086-472-4450 / FAX.086-474-3506

業 務 日 誌（７月度）
１日 ・第43回ビジネス実務法務検定試験
３日 ・「小さな親切」運動倉敷支部第30回実行委員会、第31回支部総会

21日 ・第36代倉敷小町コンテスト最終審査会
・青年部第４回例会

５日 ・青年部第４回役員会

22日 ・第24回環境社会検定

６日 ・倉敷天領夏祭り踊り出場団体担当者説明会

23日 ・女性会ハーバリウム講習会

８日 ・第40回福祉住環境コーディネーター検定試験

24日 ・税務関係民間団体役員と税務当局との顔合わせ会

９日 ・倉敷天領夏祭り踊り第２回実行委員会
・青年部第４回例会委員会
10日 ・第５回金融税務委員会
・青年部第４回会員企業発展委員会

・女性会第３回事業委員会
・高梁川流域「倉敷三斎市」企画運営チーム会議
25日 ・第23回正副会頭・専務理事会議
・第562回常議員会

・青年部第４回流通発展委員会

・第13回青年部・女性会との懇談会

・青年部第４回政策提言委員会

26日 ・青年部第４回会員拡大研修委員会

11日 ・青年部第４回倉敷活性化委員会

30日 ・青年部第５回常任理事会

12日 ・青年部第４回総務広報委員会

31日 ・第１回共済制度事務連絡協議会

・青年部第４回がっつりビジネス委員会

・平成30年７月豪雨義援金（倉敷市）

・青年部第４回水島活性化委員会
・青年部第４回会員親睦委員会
・青年部第４回親子絆委員会
13日 ・チームＫ６実務担当者企画会議
・青年部第４回創生発信委員会
14日 ・第82回２・３級リテールマーケティング検定試験
15日 ・高梁川流域「倉敷三斎市」
16日 ・第36代倉敷小町一次審査
17日 ・県青連第３回臨時役員会
・青年部第４回出向者バックアップ委員会
18日 ・女性会平成30年７月豪雨義援金

株式会社でんでん
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

消防設備等の点検・報告は、
所有者・占有者・管理者の義務です。

でんでんまで

点検、報告のご相談は、

本社 〒710-0826 倉 敷 市 老 松 町 ４–６–１ １
TEL
（086）425-5111㈹ FAX
（086）426-0611

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、
オハナ不動産の山部真一です。

うすると住宅ローンだけが残ってしまい、今後の生活
に重大な影響を及ぼしてしまいます。今回のような想
定を超える災害により被災された場合、被災者を苦し

8月は『自然災害による被災者の債務整理に関する
ガイドライン』についてお伝えします。

めることのないようにということで、数年前に『自然
災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』
が作られました。熊本の震災時にもあったのですが、

この度の西日本豪雨で被害に遭われた皆様におかれ

まだ認知度が低く、存在を知らなくて大変な思いをし

ましては、心からお見舞い申し上げます。今回の豪雨

ている方がいるとのことです。金融機関にとってはあ

により当社のお客さまの中にも被災された方がいらっ

りがたくない制度なので、積極的にアピールしていな

しゃいました。私もわずかですが現地にてお手伝いさ

いことも認知度が低い一因だと思われます。内容はイ

せていただき、何から手をつけてよいのか分からない

ンターネットで検索して頂くと確認できますし、詳し

状況に言葉を失いました…。大規模災害により、家が

いことは、ローン借入先の金融機関にお問合せしてみ

住むことも出来ない程の状態になってしまった時、保

て下さい。実際に問い合わせてみて適用されるかわか

険での対応ができればまだよいのですが、加入してい

りませんが、やってみる価値はあると思います。

る保険の内容によっては対象外の場合があります。そ

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 力士が土俵入りで締める化粧〇〇〇
2 ○○○泉は温泉街特有の臭い
3 鳥や飛行機の「翼」の英語
4 ハマチが大人になったときの名前
6 女性を両手で抱えて「○○○○○だっこ」
8 エンゲージリングはこれのしるし
10 和歌山や愛媛の名産フルーツ
11 布地の横の長さ
1 出来心。気の○○○
3 世間ずれしていなくて初々しい
「○○○○袋」
5 観客動員数が多いと配られる
7 コーヒー、茶、酒、タバコなどは？
9 乾季に降るとありがたい、○○○の雨
11 新幹線や小惑星探査機の名前になった鳥
12 悪夢を食べるとされる架空の動物
13 クリのお菓子、〇〇〇グラッセ

７月号の答
ナ マ コ
ギ

ド ア

ヤ ネ ウ ラ

サ コ ク

ゾ

マ

ソ ウ ジ

エ イ カ ク
キ ヌ
A

B

マ

ド ビ ン
C

D

E

F

ナ ラ コ ウ エ ン

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９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

編集
後記
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厳しい暑さもひと段落しましたが、今季の熱帯域は海面水温が高く水蒸気が豊富で台風が発生しやすい環境の
ため、８月は台風の大量発生が続いているようです。７月豪雨災害があったばかりで、これ以上台風による大き
な災害が発生しないよう願います。
（H）

2018

8

昭和三六年六月十二日
倉敷商工会議所会報︵毎月一回十五日発行︶
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