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倉敷商工会議所第581回常議員会は９月23日（水）、新倉
敷商工会館建設工事請負契約を全会一致で承認し、施工
業者は「藤木・ハラダ・中央特定建設工事共同企業体（Ｊ
Ｖ）」、請負金額は13億5,500万円（税込み）に決定しました。
10月から準備工事に着手し、建設協力金の募集もスタート、
令和４年秋の竣工に向け建設事業は本格化します。
施工業者の選定は、価格だけでなく実績や技術提案など
を総合的に判断する施工プロポーザル方式を採用。実施内
容は、倉敷市建設工事総合評価競争入札をベースに当所の
考え方を反映し、４月13日（月）開催の第５回新倉敷商工会
館建設審議会での承認を経て、同15日（水）に当所ホーム
ページなどで公告しました。
当所会員または特別会員を対象として、５月15日（金）の
参加資格審査申請の締め切りまでに２ＪＶの応募がありま
した。７月３日（金）の現場説明会には２ＪＶから13名が出
席し、見積書及び技術資料提出の要領や優先交渉権者選定
の方法、審査基準などを示した見積要項書を示しました。
しかし、数日後、審査基準の中に「受け入れ難い評価項
目がある」として、１ＪＶが辞退。
見積書と技術資料の期限である９月４日（金）までに藤
木・ハラダ・中央ＪＶから提出がありましたが、見積額が
予定価格を大幅に超えていたため、不調に終わりました。
これは、７月28日（火）に採択された環境省の「レジリエ
ンス強化型ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディ
ング）実証事業」にかかる事業費が、エネルギー消費量の
基準をクリアするため、当初の見込み以上に膨らんだのが
最大の原因でした。ＺＥＢ事業の積算・手続きは別の事業
者が担当し、該当する事業費は「コストオン方式」でＪＶ
側に知らせ、見積書に反映することになっていました。
その後、優先交渉権者となった同ＪＶから総合的なコス
ト縮減、工期短縮などに関する提案があり、ギリギリの価
格交渉が続きました。ＺＥＢ事業の補助金で収支改善が図
られ、完成後の資金繰りにも支障を来さないことが確認で

きたため、最後は井上峰一会頭の決断で請負金額が決定、
９月14日（月）の第６回新倉敷商工会館建設審議会でも全会
一致で承認されました。

建設協力金の募集スタート
準備工事の着手を受け、建設協力金の募集がスタートし
ました。役員議員は１口10万円、会員は１口１万円で、総
額１億円を目指します。
協力事業者はすべて当所ホームページに掲載するととも
に、100万円以上の高額協力事業者は奉名板に事業所名、
協力金額を記載し、新商工会館玄関付近に設置します。
協力金額が20万円未満の場合、法人は支出した事業年度
に損金処理でき、個人事業主は支出年の必要経費に算入で
きます。
20万円以上の場合は、繰延資産に計上し、10年間の均等
償却で経理処理できます。
第１期は令和３年３月31日までで、第２期は同４月１日
～同12月31日、第３期は令和４年１月１日～同９月30日を
予定しています。
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～選定は波乱続き、ギリギリの交渉の末に決着～

大原孫三郎像脇に設置する奉銘板のイメージ図
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豪雨の教訓生かし、防災・減災の機能も強化
ＺＥＢ実証事業に採択　商工会議所としては全国で初めて

新倉敷商工会館　高梁川流域の拠点へ

　50年ぶりの新倉敷商工会館建設に向け、準備工事が始まりました。まちづくりの一環との位置付けから、
設計監理に㈱浦辺設計（大阪市中央区北浜二丁目）を起用。「平成30年７月豪雨」の教訓を生かし、井上
峰一会頭は、防災・減災機能の強化、環境への配慮という方向性を打ち出し、商工会議所としては全国で
初めて、ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング）実証事業に採択されました。周辺住民の一
時避難所にもする計画で、地域産業と高梁川流域の拠点を目指します。

　新倉敷商工会館は、鉄骨造７階建てで建築面積
５８０㎡、延べ床面積３１８３㎡。１階はカフェ・レス
トラン、２階は事務局、３階はテナントと会議室、４
～６階はテナント、７階は会議室として利用します。新
商工会館が完成した後、令和４年１月から現商工会館
の解体工事に入り、外構を整備します。
　現商工会館が竣工した昭和４６年から現在までに、
都市計画の用途地域が変更され、延べ床面積に制限
がかかりましたが、設計の工夫で現在と同等以上の機

能が確保できました。
　テナントは企業経営をサポートする事業者が多く、
2階事務局には独立した相談ブース３室を設け、当所
経営指導員だけでなく、状況に応じ税理士、中小企業
診断士、社会保険労務士等の専門家も対応します。各
種案件をテナントにトス・アップすることで、ワンストッ
プでの対応を可能とします。

　倉敷美観地区の美しい街並みは、当所４代会頭も

新倉敷商工会館パース

特 集

概　要

まちづくりの一環
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務めた大原總一郎氏が、歴史的景観を生かしたまち
づくりを提唱したことがきっかけでした。昭和30年
代からその具現化に一役買ったのが建築家浦辺鎮太
郎氏で、倉敷国際ホテル、倉敷アイビースクエア、
倉敷中央病院など倉敷を代表する建築を手掛けま
した。
　浦辺氏が設立した浦辺設計は、「ゲマインシャフトを
形にする」という理念を継承、実践し、数々のプロジェ
クトに取り組んでいます。
　「これまでの倉敷とまちづくりの歴史、同社の実績を
踏まえると浦辺設計が最適と判断できる」との理由で、
会頭の諮問機関として専門家らで構成する「新倉敷商
工会館建設審議会」に提案。同審議会での了承を得
た後、令和元年１１月２７日（水）の第５７４回常議員
会で設計監理の委託を決定しました。

　新商工会館は、環境省のレジリエンス強化型ＺＥＢ
実証事業に採択されました。ＺＥＢ事業は平成２８年
度に環境省と経済産業省がスタートしたもので、ＺＥ
Ｂ実証事業全般の中で商工会議所としては全国初とな
ります。

　ＺＥＢは「エネルギー自立度を極力高め、年間の一
次エネルギー量の収支をゼロとすることを目指した建
築物」とされ、エネルギー消費量の削減率等によって
４種類あります。
　新商工会館は、外皮の高断熱化と高効率な省エネ
ルギー設備を備え、エネルギー消費量５０％以上の削
減が求められる「ＺＥＢ　Ｒｅａｄｙ」にあたります。
　その実現のため、通常の３～４倍の現場発泡ウレタ
ンフォーム吹き付け、窓ガラスへのＬｏｗ－Ｅ複層ガラ
ス採用、高効率のエアコン、全熱交換機による排気、
太陽光パネルと蓄電池の設置など、主に１４の省エネ
技術を使います。

　ハザードマップで現在地は、水害時に０.５～１.０ｍ
の浸水が想定されるため、１階には事務所や会議室等
を配置せず、２階まで緩やかな外階段を設けてボート
による救助にも対応できるようにします。
　受水槽は架台を組んで、浸水時の機能を保全します。
　７階会議室は災害時に一時避難所とする計画で、停
電時でも太陽光パネルと非常用発電機で電源を確保
し、倉敷市と協定締結に向けた準備を進めています。

　新倉敷商工会館は、倉敷の伝統と新しい倉敷を志向してデザインされました。
　現在地は干拓によってできた土地ですが、かつては海であり、天領として栄えた江戸期にも海運、水運が栄えて
いました。浦辺設計の西村清是社長は、新商工会館をデザインするにあたり、この点が重要と考え、帆船をイメー
ジしました。
　敷地の形状と隣接の倉敷成人病センターの関係を考
慮し、建物の鼻先は外側に開き、倉敷のまちづくりの特
徴である奥ににぎわいを引き込む効果を狙っています。
　その姿を西村社長は「隣家に向かって弧を描くように
折れる外壁は水を切る船の帆が順風を受けるがごとく、
また漆喰のような白色と共に、これこそ東西水運の雄―
瀬戸内と内陸南北水運の元祖－高梁川が倉敷の経済の
水先案内人たるに相応しい」と表現しています。１階の
レンガのアーチは「船を駆る外輪のメタファー」でもあり
ます。
　倉敷美観地区の白壁は漆喰、倉敷アイビースクエアと
なった倉敷紡績の工場にはレンガが使われ、街並を形成する大きな特徴となっていますが、その素材を県外から運
んできた船が、デザインのモチーフになっています。

西村社長が描いたデザインのモチーフ

ＺＥＢ

防災・減災

設計デザイン
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倉敷商工会議所第581回常議員会は9月23日（水）、当所
として初めて、テレビ会議システムを導入するととも
にペーパーレス会議として開催されました。

新型コロナウイルス感染症拡大への対応で、書面決議
は認められないとの見解が日本商工会議所（日商）か
ら示されたため、当所も3月と4月の常議員会、3月の臨
時議員総会を中止しました。

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、緊急
事態宣言が延長され、日商より「常議員会に関しては、
テレビ会議システム等の方法を用いて出席し、表決権
を行使することが可能」等の通知が、5月12日付であっ
たため、当所でも実施することにしました。

会議は、実際の出席者にオンライン参加を加えたハイ
ブリッド型で、Ｗｅｂ会議システム「Ｃｉｓｃｏ Ｗｅｂｅｘ 
Ｍｅｅｔｉｎｇｓ」を活用。オンライン参加者には、前日に
ＵＲＬをメールで送信。当日は開始30分前からシステ
ムを稼働し、参加者は事前にアクセスしテストしまし

た。出席者33名のうち、オンライン参加は8名でした。
また、ペーパーレス化では、アンケートで回答のあっ

た14名へ議案のデータを事前に送信し、パソコンやタ
ブレットに入れて持参してもらいました。対応できな
かった6名には、当所で用意したタブレットを貸し出し
ました。

　倉敷商工会議所航空宇宙産業推進協議会と連携して
事業に取り組む「岡山県倉敷市水島地域への航空宇宙産
業クラスターの実現に向けた研究会」（MASC）は９月
30日（水）、空飛ぶクルマ「Ｅｈａｎｇ216」＝写真＝の
導入を発表しました。
　中国・広州に本社を置くＥｈａｎｇ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉ
ｍｉｔｅｄ社製。世界でも唯一購入が可能な空飛ぶクル
マ（ｅＶＴＯＬ）で、85機の納入実績があります。
　導入した機体は、地上からコントロールする無操縦者
航空機に位置付けられています。２人乗り、全長5.61ｍ、
全高1.96ｍ。16基のモータを駆動し、高度1000ｍを
最大時速160ｋｍで飛行します。
　国内では、開発メーカー以外で実機を所有していると
ころはなく、安全基準もできていませんが、ｅＶＴＯＬの
機体、ネットワーク、インフラ、運用のあり方等を理解
するとともに、航空分野に関心を持つ若い世代の人材育

成、教育への活用などを図るため、導入に踏み切りまし
た。今後、試験飛行を目指し、事業化に向けた課題抽出、
運用可能性を検討します。
　倉敷市水島東常磐町のＭＡＳＣガレージで記者会見し
た桐野宏司ＭＡＳＣ理事長は「水島地域の活性化につな
げたい。最終的には瀬戸内海を飛ばす方向に持っていき
たい」と抱負を述べました。
　また、当所航空宇宙産業推進協議会は10月21日（水）、
井上峰一会頭も出席して、同協議会会員らを対象にした
見学会を開催しました。

初のオンライン、ペーパーレス 〜第581回常議員会〜
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増収事業所を対象に倉敷商工会議所が実施したアン
ケートで、増収の要因はコロナ対策との関連は見られ
ませんでしたが、今後に向けた自助努力の姿勢が浮か
び上がりました。また、増収は一時的である事業所が
多く、業種間の格差も出ています。

第１回から第４回の新型コロナウイルス感染症対策
アンケートで、直近１カ月の売上高の前年同月比に関
する質問に「100～110％」「110％～」と回答した全事
業所を抽出し、「第５回新型コロナウイルス対策『コ
ロナ禍でも健闘する会員企業』アンケート」を実施。
該当する108事業所のうち48事業所から回答があり、
回収率は44.4％でした。

回答事業所の従業員数は「9人以下」が22.9％、「10
～19人 」31.3 ％、「20～29人 」10.4 ％、「30～49人 」
12.5％、「50～99人」12.5％、「100～199人」6.3％、「200
～299人」2.1％、「300人以上」2.1％。

業種別では「その他サービス」37.5％、「卸・小売り」
20.8％、「製造」18.8％、「建設」16.7％、「ＩＴサービ
ス」6.7％、「飲食」2.1％、「運輸」「観光」「宿泊」は0.0％
でした。

コロナ禍で実施した増収対策（複数回答可）では、「そ
の他」が18件で最も多く、そのうち「なし」が13件で
した。次は「営業の強化」の19件で、「新規取引先・
市場の開拓」と「ＰＲの強化」が10件、「デジタル対
応、インターネット活用」が8件、「設備投資」が５件、

「新製品、新サービスの投入」が４件、「業種転換」が
１件と続き、自助努力の跡がうかがわれました。

増収の要因について、「コロナ対策が奏功」と回答
したのは1事業所にとどまり、「コロナ禍で市場・取引
先が拡大」は4事業所でした。これに対し、「コロナ対
策は特に関係ない」「不明」「なし」の回答が7割を占め、
対策が増収に直結していると実感する事業所は多くあ

りませんでした。「その他」の記述回答の主なものに、
「増収の時期が重なった」「前年度の売上が悪かった」
「コロナ禍でも優良な顧客を保持、商品・サービスの
需要が変わらず営業し続けることで売り上げを伸ばし
た」がありました。

増収増益は35％にとどまる
「今期の決算見通し」では、「増収増益」35.4％、「横

ばい」29.2％、「減収減益」35.4％と分かれました。年
間を通してみると、増収は１カ月から数カ月の一時的な
ものと考える事業所も多いということが読み取れます。
「今後の事業計画」（自由記述）では、新たな対策を

とろうという前向きな姿勢が見えました。実施した対
策で「新規事業の開始」が０件であったのに対し、「事
業部門を増やして本業とは違った売れるものを作って
いく」という回答もありました。そのほか、新商品・サー
ビスの企画、新規開拓、デジタル活用、人材育成、効
率化・コスト削減などの回答が得られました。

『コロナ禍でも健闘する会員企業』アンケート
増収は一時的、対策との関連性はなし

自助努力の姿勢明確に、業種間で格差も

今後の事業計画（主な回答）
ＥＣサイト活用による商機拡大
お客様の求める物は、少しでも良い物を安くお渡
しできるよう企業努力に努め、新しい物ご提案し
ていきたいと思っています
営業強化　
海外販売強化・ネット販売強化
開発力、品質管理も含めた体制を強化することで、
取引先各社のさまざまな要望に応えていく
既存客を徹底的に大切にする
既存顧客の掘り起こし。新規顧客の創造
事業部門をふやす。本業とは違う売れるものを
作っていく
社内生産性の向上。計画的な設備投資・人材投資。
大手メーカーへの営業強化
新規の顧客の開拓や既存顧客のメンテナンス工事
提案の強化
新規顧客の開拓、人材の獲得と育成
新規製品・新規客先拡大
新商品の研究・開発
新商品企画　事務所改装（テレワーク　電子書類
化　業務効率化のため）
人件費を含むコストの削減
同業他社の顧客を積極的に獲得
目の前の案件を迅速に確実にこなすのみ
量産品以外の受注の落ち込みが激しいので新規や
既存の取引先の受注を増やしたいが同業社間で競
争が激しく厳しい

実施した増収対策
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デ ジ タ ル 対 応、
インターネット活用

新 規 取 引 先・
市 場 の 開 拓

新 製 品 、
新サービスの投入

新 規 事 業 の 開 始

業 種 転 換

設 備 投 資

営 業 の 強 化

Ｐ 　Ｒ 　の 強 化

そ の 他

単位：件
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若さ、笑顔、アットホーム「次もここ！」目指す
サンフロンティアホテルマネジメ
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ネスホテル「たびのホテル倉敷水
島」を倉敷市水島西常盤町にオー
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アットホームな雰囲気が特徴です。

敷地内にコンビニが有り、日常

の疲れや筋肉の凝りに効くトゴー
ル薬石を使った温泉や、水島地区
のホテルの中では当ホテルにしか
ない会議室（２室）も整っており
ます。「次もここ！」と魅力たっぷ
りのホテルを目指して参ります。

●

●

●

●

●

●

●

足高神社

倉敷市立
葦高小学校

くらしき健康
福祉プラザ

餃子の王将 笹沖店

274

2

大高
交差点

（公社）倉敷市
シルバー人材センター

倉敷市立
倉敷南
小学校

旭化成体育館

倉敷甲羅本店

●

●

水島中央病院

●

●

●

●

倉敷青葉町
郵便局 百十四銀行水島支店

水島信用金庫
本店水島図書館

第五福田幼稚園
428

五福小学校西交差点

常
盤

水
島
臨
海
鉄
道

たびのホテル倉敷水島

〒710-0834　倉敷市笹沖９番地1
ＴＥＬ　086-426-3318
営業時間／8:30～17:15
定 休 日／土・日・祝日
https://webc.sjc.ne.jp/kurasiki/index

〒712-805９　倉敷市水島西常盤町4番25号
ＴＥＬ　086-444-21９0
営業時間／00:00～00:00
定 休 日／年中無休
https://kurashiki-mizushima.tabino-hotel.jp/

代　表　岩瀬　吉晴

代　表　水口　彰

倉敷市シルバー人材センター

たびのホテル倉敷水島

はじめまして vol.
❶❼❼

豊富な経験、技能、知識活かし生きがいも充実
　倉敷市シルバー人材センターは、
60歳以上のシルバー会員が臨時
的かつ短期的又は軽易な業務を通
じ、生きがいの充実、健康の増進、
社会参加への促進を目的としてい
る団体です。
　企業・一般家庭・公共等からの

仕事の発注に対して、会員登録し
た適任者へ仕事を提供します。
　仕事の種類は剪定、草刈、清
掃、網戸・障子・襖張り大工、家事
援助など多岐にわたり、近年は企
業への派遣就業も増えています。
また仕事に関係する講習会を開催

し、会員の技能向上にも努めてい
ます。
　今後も「自主・自立・共働・共助」
の基本理念のもと、地域社会への
貢献を目標に、現役世代の「下支
え」や「人手不足分野」での労働力
確保に取り組んで参ります。
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　新型コロナウイルス感染症対策と倉敷観光の復活を両立させようと、倉敷商工会議所観光委員会は、特別製の「観
光おもてなしプレート」を作成し、当所観光部会所属232事業所と倉敷市や倉敷観光コンベンションビューローな
どの公的機関に無償提供しました。
　このプレートは、縦７センチ、横10センチで、消毒用のボトルに掛けられます。表面には「お越しいただきあり
がとうございます。『アートのまち倉敷』」と書かれ、裏面には体調のすぐれな
い観光客に慌てず対応できるよう「対応マニュアル」を記載しています。
　素材は、プレート・チェーンともにステンレスを使用し、強度・耐熱性・耐
食性が高く、アルコール消毒液の影響もありません。チェーンは大きめのボト
ルに対応できるよう長めにしており、お手元のボトルサイズに合わせ、ニッパー
等で調節することができます。
　倉敷市は、日本初の私立西洋近代美術館となる大原美術館を筆頭に、著名な
建築家による建築物や多様な伝統工芸品、女性に人気の雑貨・クラフトなど、
芸術性に富んだ文化が栄えてきました。この倉敷の魅力を『アートのまち倉敷』
というフレーズに込め、今後の倉敷観光の柱の一つに据える方針です。
　「ウィズコロナ」時代の観光マインドは、感染症対策に地域が一丸となって
取り組んでいることが重要視されます。観光委員会は、今回のプレートを皮切
りに、第２、第３の手を打ち出していく予定です。

Vol.194ナイススマイル

Nice Smile

　岡山県内を中心にお洒落なキッチンカーで、クレー
プの移動販売をやっています。当店のクレープは自社
オリジナルの粉に岡山県産の卵、牛乳を使用し、地産
地消の商品です。お客様からご注文を頂いて生地を焼
く毎日焼き立てもちもちクレープを提供しています。
　本年はコロナの影響により例年出展していたイベン
ト、祭り、花火大会などがすべて中止となってしまい
ました。

　でも前を向いて、スーパー等で毎日コツコツ頑張っ
てます！
　コロナが収束したら是非イベントに呼んで下さい
ね！町内のイベント、企業様のイベント、イベントの
大小に関わらずお洒落なキッチンカーでどこへでも伺
います！
　是非、クレープの移動販売 Food Cafe M'sをよろし
くお願いします！

Food Cafe M's
〒700-0953
岡山市南区西市290-2-501

（移動販売なので事業所はなく仕込み場
になります）

TEL 090-7772-1111
FAX 086-239-3322
メ　ー　ル
zidane.foreverlove@gmail.com

Instagram
https://www.instagram.com/
foodcafems/

営業時間　AM１１時～PM7時

定　休　日　不定休

「観光おもてなしプレート」を無償提供
観光委員会が232事業所に
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←至玉島
JR倉敷駅

山陽本線

美術館●
中央図書館●
自然史博物館

大原
美術館

市民会館

美観地区

●

●

●

倉敷物語館

至岡山→
429

倉
敷
川

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�450円／１時間
和　　　室：５部屋…390円／１時間
多目的ホール：１部屋…450円／１時間
＊営業目的の場合は上記の倍額

【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

さくら豆知識

　 展示布の大きさは、
小型布で1.9×2. 0m
大型布で2.9×3. 7m
になり、近くで見ると
その大きさをより体験
できます。

SAKURAProject
sakura_opu 

詳しくはこちら
https ://a r sk . jp / photomu ra l /

SAKURA Project No.02

秋に咲き誇る写真展示

大型布設置風景倉敷フォトミュラル展示風景

今月は、毎年秋に開催される倉敷フォトミュラルのメインイベントである写真展示についてのお話です。

私たちSAKURA Projectが企画するメイン展示は、1つのテーマに対し全国の応募者の中から選ばれた、

計57点の写真作品を大型布にプリントし、倉敷の商店街アーケードに飾る写真公募企画展です。他の

写真展では、味わうことのできない大迫力な写真作品たちが、秋の倉敷を彩ります。
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倉敷物語館

 

倉敷物語館内の「つばめ喫茶室」では、植

物由来の食材を使ったヘルシーで美味しい

ランチや、お飲み物を提供しています。 
倉敷物語館の貸室をご利用の際はコーヒ

ー等の出前も承ります。 
ぜひご利用ください！ 

つばめ喫茶室 
OPEN 

火～土 AM10：00～PM5：00 
日曜日 AM 9：00～PM5：00 

定休日 月曜日 
(月曜日が祝日の場合は営業) 

ヘルシーで美味しいランチ 
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ササベ印刷
GRAPHIC COMMUNICATION

〒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

株式
会社
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11月　倉敷商工会議所カレンダー
　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

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

法 律 相 談（14：30〜16：00）水島
働き方改革推進支援センター個別相談
　　　　　　（13：00〜17：00）倉敷

1 日

2 月 専門家相談
3 火 文化の日
4 水 働き方改革推進支援センター個別相談
5 木

6 金 新倉敷商工会館地鎮祭
法律相談（倉敷）

7 土

8 日

9 月 専門家相談
10 火 専門家相談
11 水 専門家相談

働き方改革推進支援センター個別相談
12 木 専門家相談

知的財産相談
新倉敷商工会館建設暴力団排除協議会発足式

13 金 専門家相談
14 土

15 日 第156回簿記検定試験
16 月 専門家相談

労務相談

17 火 第２回メンタルヘルス個別相談会
18 水 働き方改革推進支援センター個別相談
19 木

20 金

21 土

22 日 第45回福祉住環境コーディネーター検定試験
23 月 勤労感謝の日
24 火 専門家相談
25 水 法律相談（水島）

令和２年度共済推進員表彰
第68回優良商工従業員表彰
第14回正副会頭・専務理事会議
第583回常議員会

26 木 専門家相談
27 金 専門家相談
28 土

29 日 第49回カラーコーディネーター検定試験
30 月 専門家相談

初心者向け企業経営のための会計セミナー

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。

入会員新
事業所名 業　　　　種 所　在　地

㈱Ｓａｙｎ ｹーブルﾃﾚビ
営業代理業 水江１５８６－８２　Ａ１０２

小泉工夢店 建設業、中小企業
診断士 西阿知町新田４３５－７

㈱ﾃィ･シー･シー セールスプロ
モーション部　倉敷オフィス

広告デザイン、イベン
ト事業、ＷＥＢ制作他 阿知１－７－１

橋本塗装 建築塗装 福田町浦田
２３７８－３５６Ａ

カフェ＆ギャラリー
青い鳥 画廊喫茶 阿知２－２２－３－２

㈱山電 電気工事業 五日市７０－１　２０１

佐伯設備 設備業、
上下水道指定工事店 中帯江２１２－１

事業所名 業　　　　種 所　在　地

フォースターワーク
ス㈱

家具・家庭用雑貨等の製造販売
等、一般貨物自動車運送業等 水江１４０８－５

㈱庄司建設 建 設 業（ 土 木 工 事、
電気通信設備工事他） 連島町連島２１２８－３

義川開発㈱ 建設、解体業 水島南緑町2-10

㈱ＰＬＡＴＩＮＵＭ 美容業
（セルフホワイトニング等） 西阿知町新田638-7

㈱ベルコム 防犯ｶﾒﾗ、ｾｷｭﾘﾃｨ機器の
設置工事、ｲﾝﾀｰﾈｯト販売 岡山市南区郡2978

㈱浦辺設計 建築、都市計画に関する調査、企画、
設計、監理並びにコンサルﾃィング

大阪市中央区北浜
2-1-26
北浜松岡ビル内
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女性会活動の再開

青年部

Cloud communication ～クラウド コミュニケーション～
～様々な繋がりをもって、豊かな未来を築こう～

倉敷YEGの活動紹介がついに番組に！
　倉敷商工会議所青年部、10月からいよいよ活動再開です！�新型コロナの情勢に配慮し、各委員会とも慎重に活動しています。
　そんな中、今年度の大きな事業の一つである、倉敷YEGを広く紹介し認知度UPを目指すテレビ番組「Jump　Up　倉敷
YEG」の収録が行われました。
　第１回目となる今回のゲストは堂処篤史会長。今年度に懸ける想いを熱く語っていただきました！
　この番組は、10月から3月までの月替りで6回、倉敷ケーブルテレビにて放送されます。倉敷ケーブルテレビの加入者でない方も、
You�Tubeにて視聴可能です。
　なお、You�Tubeでは、番組内でお伝え出来なかった部分もご覧いただけます。
　皆さま、どうぞお楽しみに！

令和２年度　スローガン

倉敷商工会議所女性会は、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、会員の安全を最優先とし９月末までの
活動を原則自粛しておりましたが、10月を迎え、感染症と経済活動の両立を目指す「ウィズコロナ」の考えに
則り、女性会活動を再開することといたしました。三密防止や短時間開催など、感染症防止に配慮したうえで
各種活動を行ってまいります。
10月23日（金）に
開催いたしました
「第52回全国商工
会議所女性会連合
会倉敷総会」で
も、この考えに則
り最少人数の出席
によりオンライン
での開催といたし
ました。オンライ
ンによる全国規模
の大会は他に例が
なく、全国に先駆
けて新しい可能性
を示すことができ
ました。

※放送時間：月曜日〜金曜日　16：45〜　　土曜日・日曜日　18：15〜/19：15〜　のいずれも５分間
※You Tube版は、倉敷商工会議所青年部ホームページまたはFacebookページからアクセスしてご覧ください。

第52回全国商工会議所女性会連合会倉敷総会リモート開催

倉敷アイビースクエア 【ステージ上】
・全女連正副会長、来賓（日商役

員等）、大会会長・実行委員長
のみ。

・次第に合わせて進行。

【撮影・配信】
・地元ケーブルテレビが総会の模

様を撮影（2カメラ）。
・中継車を通し、You Tubeへ接続・

配信。

【各地女性会】
①登録女性会に、事前にURLを配

布。

②各地でPCおよびスクリーンを準
備。所定の時刻に集合。

③総会開始と同時にリアルタイム
で配信。

【観客席】
・無観客開催。
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女性会活動の再開
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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㈹

倉敷商工会議所　データインフォメーション

相 談 内 容 創 業 経営革新 経営一般 情報化 金 融 税 務 労 働 取 引 環　境 民　法 その他 小計

相談件数（巡回） 0 1 198 0 9 3 4 0 0 0 90 305

相談件数（窓口）
（通信・電話含む） 35 3 778 1 35 15 212 10 0 0 132 1221

年 度 累 計 161 27 4251 161 614 120 1334 37 0 0 1032 7737

前年同月比（％） 292 4 820 100 191 150 101 333 0 0 164 251

第１・２ 第３ 第５ 第６・7

54 8 27 43

基準利率 マ　ル　経

2.06% 1.21%

商工相談件数（９月）

貸会議室件数（９月） 日本公庫金利（10月6日現在）

　倉敷商工会議所は９月３日（木）、「小規模企業共済」新規加入件数
が中国地方の商工会議所の中で第２位となったことで独立行政法人中
小企業基盤整備機構から感謝状が授与されました。
　同機構中国本部の山中和彦本部長ら５名が訪れ、当商工会議所の坂
本万明専務理事に感謝状を贈呈。この後、和やかに懇談しました。
　当所が同感謝状を受け取るのは４年連続で、令和元年度末で699件が
加入しています。
　小規模企業共済は、小規模企業経営者の退職金制度です。加入できるのは、個人事業主・共同経営者・会社
等役員で、雇用されている従業員（正規雇用人）数によって判断されます。
　掛金は、1,000円から70,000円の範囲内で自由に設定でき、全額所得控除の対象となるのが大きなメリットです。
共済金は廃業や退職時のほか、65歳以上で180カ月以上掛金を納付した方も受け取れます。

山中中国本部長（右）と坂本専務理事（左）

小規模企業共済  4年連続で感謝状
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⃝電話
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⃝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
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手続きのデジタル化とマイナポータルとの関係
１）マイナポータルのイメージ
　マイナポータルに対して、私たちが、一般
的に持っているイメージは、「自分のマイナン
バー情報を使ってログインすることで、個人情
報や行政からのお知らせ等を確認できるポー
タルサイト」というものではないでしょうか？
　もちろんこのような形で個人がマイナポータ
ルを利用するのは、マイナポータルの重要な
機能の一つです。しかし、実はマイナポータ
ルの役割は、これがすべてではありません。
２）マイナポータルのもう一つの役割
　マイナポータルには、もうひとつ重要な役割
があります。「ワンストップの窓口」という役
割です。マイナポータルは、行政や民間の様々
なシステムと柔軟にＡＰＩ連携することを目指
した設計となっており、マイナポータルに提供
された情報は、マイナポータルを「ハブ」にして、
その情報を必要としている場所に送信するこ
とが可能です。
　このマイナポータルの特性は、デジタル手
続法の基本思想である「デジタルファースト」
「ワンスオンリー」「コネクテッド・ワンストッ
プ」にぴったりと一致します。
　令和２年１月からマイナポータル上で「法
人設立ワンストップサービス」が開始されまし
た。このサービスを用いると、これまで紙であ
れ電子申請であれ、法人設立後に、税務署・
都道府県・年金事務所・労働基準監督署・ハ

ローワークそれぞれ個別に行っていた届出を、
一括で行うことができるようになります。令和
３年２月を目途に、法人の設立手続そのものも
含めて、マイナポータル上で、ワンストップで
行うことができるようになる見通しです。
３）マイナポータルとＧビズＩＤの関係
　マイナポータルとＧビズＩＤの関係について
も触れておきましょう。令和２年１１月から、
マイナポータルを活用した社会保険と税のワ
ンストップ手続きが開始される予定です。こ
れは、会社設立時に限らず、従業員の入社・
退職等に伴って発生する社会保険・雇用保険・
住民税に関する行政手続全般を　マイナポー
タルを窓口にしてワンストップ化するという取
り組みです。
　このワンストップ申請を行うためには、個人
がマイナンバーカードを用いてログインするの
と同様に、企業は、ＧビズＩＤを用いてログイ
ンすることで、当該企業からの申請であるとい
う識別を受けることになります。このような事
情がありますので、企業は手続ワンストップ
化のためにＧビズＩＤを取得する必要がある
のです。
　このように、マイナポータルには「個人が情
報照会や収集をする機能」と「ワンストップ
窓口の機能」の二つの役割があると理解でき
れば、手続きのデジタル化とマイナポータルの
関係も理解がしやすいのではないでしょうか。

べ

Vol. 200

店内店内 スタッフスタッフ

お好きなお肉の盛合わせお好きなお肉の盛合わせ
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2

ヴェルジェ
くらしき

ゆめタウン
倉敷店エディオン

倉敷本店

笹沖交差点

スタジオアリス
倉敷笹沖店

焼肉マルキ

ザグザグ
笹沖店

水島信用金庫笹沖支店

〒７１０-０８３４　倉敷市笹沖４２３－２
営業時間／１７：００〜２３：００

（２２：３０　ＬO）
定　休　日／木曜日

2427-2929

　焼肉マルキは、倉敷市笹沖に2017年7月28日
にオープンし、おかげさまで今年３周年を迎
えることができました。
　現在は、スタッフ全員が女性で お客様の笑
顔を大切に日々頑張っています。
　当店人気メニューは、黒毛和牛の「しゃぶ
ロース」「焼きすきロース」です。「しゃぶロー
ス」は、ポン酢をつけてさっぱりと！「焼き
すきロース」は卵をつけて、すき焼き風に！
召し上がっていただけます。
　当店は、毎日イベントを開催しており、特
定の条件を達成した方には、ウェルカムドリ
ンク１杯サービス♪　9の付く日は【肉の日】
として、お肉を１品サービス♪しています。
また、マンスリーイベントとして毎月１品メ
ニューの中のどれかがワンコインでご注文い
ただけます。食後にはデザートのサービスも
あり楽しいことがいっぱいです♪
　宴会や記念日のお祝いは、ゆったり空間の
焼肉マルキにぜひお越しください！

お客様・スタッフともに
笑顔溢れる焼肉店

特上ハラミ特上ハラミ

　テーブル席、お座敷席、お子様用のイス。宴会
から家族連れ・お一人様など幅広い層に親しまれ
るお店です。
　また、笑顔が美しいスタッフさんに癒されながら
食べる焼肉・お酒は絶品です。　　　　　 （新谷）
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美観地区へ移転
オーダー商品も

店舗改装で一新
居心地も満点

ネット販売でコロナウイルス対策

レーザー溶接で微細な修理にも

住 倉敷市本町14-4
電 086-441-4761
営 10：00～16：00（不定休）

住 倉敷市神田4-3-41
電 086-448-7802
営 11：30～14：30　17：30～22：00
　 （定休日 水曜日）

株式会社 くらしき藹
あいぜん

然

大衆中華もりもり亭

（株）くらしき藹然は、せんべいを
通じて「安全」「懐かしさ」「少し高級」
というサービスを提供しています。生
地づくりから焼成・包装へと、真心こ
めて行っており、メーン商品である米
乃蔵の販売のほか、オーダー商品も受
け付けています。

弊社はこの春に美観地区へ移転し、
装いも新たにオープンしました。皆
様のお越しを心よりお待ちしており
ます。

もりもり亭では、お客様に美味しい
ご飯をお腹いっぱい食べてもらえるよ
うに、約50種類の中華料理をお手頃
価格でご提供しています。特にラーメ
ン（味噌・醤油・塩・白湯など）は、
どの味も一押しです。

６月には店舗の外装と内装を一新。
居心地の良い雰囲気づくりにこだわり
ました。特に座敷の壁にあしらった
キャラクターは、お子様にも好評です。
倉敷市神田にお越しの際は当店にお立
ち寄り頂けると幸いです。

作業服・事務服・白衣などのユニ
フォーム、安全靴・ヘルメット・工
具などの作業用品を店舗・外商で地
元中心に営業し、楽天・ヤフー・ア
マゾン・自社ホームページで全国の
お客様に販売しています。

夏は空調服、冬はホットベストが
人気で仕事や趣味に快適に過ごせる
アイテムを数多くそろえています。

コロナウイルスの影響で店舗にお
越しいただくことが不安なお客さま
にも販売サイトから購入できますの
で、お気軽にご用命ください。宜し
くお願い致します。

（有）光ワークスは産業用機械の
設計・製作・改造を主に行っていま
す。他社が中々できない微細な修理

も、レーザー溶接により対応して
います。技術力を活かしお客様の要
望に応えられるよう日々心掛けてお
り、昨今は新たに割り出し装置など
の開発強化にも取り組み始めまし
た。

一期一会とお客様第一を信条とし
ており、お問い合わせの際はお気軽
にご連絡を頂ければ幸いです。

新商品・新店舗・新拠点・新サービス・
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　過労死等防止対策推進法に基づく「過労死等防止
啓発月間」である11月において、厚生労働省では、
過労死等防止対策推進シンポジウムの開催や、過重
労働解消に向けた取り組みを推進するため「過重労
働解消キャンペーン」を実施します。
　事業者の皆様には、シンポジウムへの参加や、下
記事項への取組をお願いします。
（1）　長時間労働の削減
（２）　過重労働による健康障害防止対策の徹底
（3）　労働時間の適正な把握
（4）　賃金不払い残業の解消
（5）　下請等へのしわ寄せ防止の取り組み
＊シンポジウムは委託事業として開催します。受託
者のホームページ（QRコードのリンク先）をご
参照ください。

倉敷労働基準監督署

11月は「過労死等防止啓発月間」です

お問い合せは
倉敷労働基準監督署
TEL. 086－422－8177まで

倉敷市保健所健康づくり課
食育推進係
〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9868　FAX 434―9805
倉敷市保健所は、市民の
健康づくりを応援します。

倉敷税務署だより

でいいことたくさん！

倉敷市保健所健康づくり課
食育推進係
〒 倉敷市笹沖
ＴＥＬ ０８６－４３４－９８６８
ＦＡＸ ０８６－４３４－９８０５

保健所の外観
写真

栄養士 大野美穂
倉敷市保健所は、
市民の健康づくりを応援します。

ああななたたのの元元気気応応援援ししまますす！！

🌠🌠🌠🌠倉敷産たっぷり料理を作ってみよう！

◎地産地消とは…
地産地消とは、「地元で生産されたものを地元で消費する」という意味です。
倉敷市では、高梁川の豊かな水と瀬戸内の温暖な気候に恵まれ、水稲を
はじめ、野菜、果樹など各地域の特色を活かした農業が行われています。

◎地産地消のメリット
・新鮮で安心な食材を買うことができる
・生産者の顔が見え、安心
・おいしい食べ方を教えてもらうなど生産者との交流ができる
・「旬」の味を知ることができる

たけのこ（ゆで） ・・２００ｇ
鶏ミンチ・・・・・・・・・３００ｇ
しょうが・・・・・・・・・１かけ

卵 ・・・・・・・・・・・１個
パン粉 ・・・・ カップ
塩・こしょう ・・・少々

大葉・・・・・・・・・・・・２０枚
片栗粉・・・・・・・・・・・適宜
揚げ油・・・・・・・・・・・適宜

①ゆでたけのこは３～５ｍｍの角切りにする。
②ボウルに鶏ミンチ、しょうがのゆりおろし、 、少量の
水を加えて粘りが出るまでこねる。
③①を混ぜ合わせ、２０個の薄い小判型にする。
片栗粉をまぶし、大葉で巻く。
④やや低めの油（１６０℃）で揚げる。

【【材材料料（（４４人人分分））】】

【【作作りり方方】】

竹竹鶏鶏物物語語

～～くくららししきき地地産産レレシシピピ大大賞賞よよりり～～

米・・・・・・・・・・１＋ 合
たこの足（生）・・・・・８０ｇ
しょうが・・・・・・・・・１かけ
ねぎ・・・・・・・・・・・・・１本
だし汁 ・・・・・３２０ｍｌ
うすくちしょうゆ

・・・・・・・・大さじ１
塩・・・・・・・小さじ
みりん ・・・・・大さじ１
酒・・・・・・・・・小さじ１

①米は洗って、ザルに上げておく。
②たこの足に塩（分量外）を振り、手でもみながらぬめり
を取る。包丁の背で軽くたたき、１ｃｍ程度に切る。
③しょうがはせん切りにする。
④炊飯器に①、②、③、 を入れ炊く。
⑤炊き上がったら、小口切りにしたねぎを散らす。

【【材材料料（（４４人人分分））】】

【【作作りり方方】】

～～ 「「伝伝ええたたいい！！くくららししきき自自慢慢のの味味」」
応応募募作作品品よよりり～～

たたここ飯飯

A

ぼっけぇうめぇよ～♡

地元の食材を消費することは、
地域の農林水産業を支え、地域の
環境を支えることにも繋がります♪

くくららちちゃゃんんとと
倉倉敷敷のの食食材材たたちち

A
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応応募募作作品品よよりり～～

たたここ飯飯

A

ぼっけぇうめぇよ～♡

地元の食材を消費することは、
地域の農林水産業を支え、地域の
環境を支えることにも繋がります♪

くくららちちゃゃんんとと
倉倉敷敷のの食食材材たたちち

A

６５歳超継続雇用促進コース

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者無期雇用転換コース

独独立立行行政政法法人人高高齢齢・・障障害害・・求求職職者者雇雇用用支支援援機機構構
岡岡山山支支部部 高高齢齢・・障障害害者者業業務務課課
TTEELL：：００８８６６－－２２４４１１－－００１１６６６６

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

高年齢者の雇用管理制度を整備するための措
置（高年齢者雇用管理整備措置）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

■お問合せや申請は、都道府県支部高齢・障
害者業務課（東京、大阪は高齢・障害者窓口
サービス課）までお願いします。詳しくはホーム
ページ（http://www.jeed.or.jp）をご覧ください

ほかのレシピはぜひ、こちらから「食育ポータル 倉敷市（https://www.
city.kurashiki.okayama.jp/26737.htm）」

でいいことたくさん！

倉敷市保健所健康づくり課
食育推進係
〒 倉敷市笹沖
ＴＥＬ ０８６－４３４－９８６８
ＦＡＸ ０８６－４３４－９８０５

保健所の外観
写真

栄養士 大野美穂
倉敷市保健所は、
市民の健康づくりを応援します。

ああななたたのの元元気気応応援援ししまますす！！

🌠🌠🌠🌠倉敷産たっぷり料理を作ってみよう！

◎地産地消とは…
地産地消とは、「地元で生産されたものを地元で消費する」という意味です。
倉敷市では、高梁川の豊かな水と瀬戸内の温暖な気候に恵まれ、水稲を
はじめ、野菜、果樹など各地域の特色を活かした農業が行われています。

◎地産地消のメリット
・新鮮で安心な食材を買うことができる
・生産者の顔が見え、安心
・おいしい食べ方を教えてもらうなど生産者との交流ができる
・「旬」の味を知ることができる

たけのこ（ゆで） ・・２００ｇ
鶏ミンチ・・・・・・・・・３００ｇ
しょうが・・・・・・・・・１かけ

卵 ・・・・・・・・・・・１個
パン粉 ・・・・ カップ
塩・こしょう ・・・少々

大葉・・・・・・・・・・・・２０枚
片栗粉・・・・・・・・・・・適宜
揚げ油・・・・・・・・・・・適宜

①ゆでたけのこは３～５ｍｍの角切りにする。
②ボウルに鶏ミンチ、しょうがのゆりおろし、 、少量の
水を加えて粘りが出るまでこねる。
③①を混ぜ合わせ、２０個の薄い小判型にする。
片栗粉をまぶし、大葉で巻く。
④やや低めの油（１６０℃）で揚げる。

【【材材料料（（４４人人分分））】】

【【作作りり方方】】

竹竹鶏鶏物物語語

～～くくららししきき地地産産レレシシピピ大大賞賞よよりり～～

米・・・・・・・・・・１＋ 合
たこの足（生）・・・・・８０ｇ
しょうが・・・・・・・・・１かけ
ねぎ・・・・・・・・・・・・・１本
だし汁 ・・・・・３２０ｍｌ
うすくちしょうゆ

・・・・・・・・大さじ１
塩・・・・・・・小さじ
みりん ・・・・・大さじ１
酒・・・・・・・・・小さじ１

①米は洗って、ザルに上げておく。
②たこの足に塩（分量外）を振り、手でもみながらぬめり
を取る。包丁の背で軽くたたき、１ｃｍ程度に切る。
③しょうがはせん切りにする。
④炊飯器に①、②、③、 を入れ炊く。
⑤炊き上がったら、小口切りにしたねぎを散らす。

【【材材料料（（４４人人分分））】】

【【作作りり方方】】

～～ 「「伝伝ええたたいい！！くくららししきき自自慢慢のの味味」」
応応募募作作品品よよりり～～

たたここ飯飯

A

ぼっけぇうめぇよ～♡

地元の食材を消費することは、
地域の農林水産業を支え、地域の
環境を支えることにも繋がります♪

くくららちちゃゃんんとと
倉倉敷敷のの食食材材たたちち

A

地元の食材を消費すること
は、地域の農林水産業を支
えることにも繋がります♪

栄養士 大野美穂
でいいことたくさん！

倉敷市保健所健康づくり課
食育推進係
〒 倉敷市笹沖
ＴＥＬ ０８６－４３４－９８６８
ＦＡＸ ０８６－４３４－９８０５

保健所の外観
写真

栄養士 大野美穂
倉敷市保健所は、
市民の健康づくりを応援します。

ああななたたのの元元気気応応援援ししまますす！！

🌠🌠🌠🌠倉敷産たっぷり料理を作ってみよう！

◎地産地消とは…
地産地消とは、「地元で生産されたものを地元で消費する」という意味です。
倉敷市では、高梁川の豊かな水と瀬戸内の温暖な気候に恵まれ、水稲を
はじめ、野菜、果樹など各地域の特色を活かした農業が行われています。

◎地産地消のメリット
・新鮮で安心な食材を買うことができる
・生産者の顔が見え、安心
・おいしい食べ方を教えてもらうなど生産者との交流ができる
・「旬」の味を知ることができる

たけのこ（ゆで） ・・２００ｇ
鶏ミンチ・・・・・・・・・３００ｇ
しょうが・・・・・・・・・１かけ

卵 ・・・・・・・・・・・１個
パン粉 ・・・・ カップ
塩・こしょう ・・・少々

大葉・・・・・・・・・・・・２０枚
片栗粉・・・・・・・・・・・適宜
揚げ油・・・・・・・・・・・適宜

①ゆでたけのこは３～５ｍｍの角切りにする。
②ボウルに鶏ミンチ、しょうがのゆりおろし、 、少量の
水を加えて粘りが出るまでこねる。
③①を混ぜ合わせ、２０個の薄い小判型にする。
片栗粉をまぶし、大葉で巻く。
④やや低めの油（１６０℃）で揚げる。

【【材材料料（（４４人人分分））】】

【【作作りり方方】】

竹竹鶏鶏物物語語

～～くくららししきき地地産産レレシシピピ大大賞賞よよりり～～

米・・・・・・・・・・１＋ 合
たこの足（生）・・・・・８０ｇ
しょうが・・・・・・・・・１かけ
ねぎ・・・・・・・・・・・・・１本
だし汁 ・・・・・３２０ｍｌ
うすくちしょうゆ

・・・・・・・・大さじ１
塩・・・・・・・小さじ
みりん ・・・・・大さじ１
酒・・・・・・・・・小さじ１

①米は洗って、ザルに上げておく。
②たこの足に塩（分量外）を振り、手でもみながらぬめり
を取る。包丁の背で軽くたたき、１ｃｍ程度に切る。
③しょうがはせん切りにする。
④炊飯器に①、②、③、 を入れ炊く。
⑤炊き上がったら、小口切りにしたねぎを散らす。

【【材材料料（（４４人人分分））】】

【【作作りり方方】】

～～ 「「伝伝ええたたいい！！くくららししきき自自慢慢のの味味」」
応応募募作作品品よよりり～～

たたここ飯飯

A

ぼっけぇうめぇよ～♡

地元の食材を消費することは、
地域の農林水産業を支え、地域の
環境を支えることにも繋がります♪

くくららちちゃゃんんとと
倉倉敷敷のの食食材材たたちち

A

す

安全第一

点検、報告のご相談は、でんでんまで
〒701-0112 倉 敷 市 下 庄 １ １ ２ ６–６
TEL（086）454-9555㈹ FAX（086）464-6555

本社

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

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。　　　　　　　　　　　　　　　

株式会社でんでん

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　
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）

代表社員税理士
社 員 税 理 士
税 理 士

三 宅 孝 治
鳥 　 越 　 俊 　 佑
平 　 松 　 和 　 美
　（中国税理士会　倉敷支部所属）

岡山県共同募金会の赤い羽根共同募金
「寄付つき商品 地域支援プロジェクト」に
参加しています。
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業務日誌（9月度）
３日 小規模企業共済感謝状授与
４日 新倉敷商工会館施行プロポーザル見積書等提出期限
ブルーリターンＡ講習会
青年部第２回役員会（オンライン）

８日 県連９月専務理事会議（ハイブリッド）
１４日 第６回新倉敷商工会館建設審議会
１５日 岡山県立倉敷古城池高等学校職場訪問
16日 日商第698回常議員会・第282回議員総会（ハイブリッド）
17日 日商第131回通常会員総会（ハイブリッド）
１８日 青年部第3回常任理事会
２３日 第12回正副会頭・専務理事会議

第581回常議員会（ハイブリッド）
２４日 新倉敷商工会館建設についてのプﾚス発表
２８日 第3回5商工団体コロナ対策協議会事務担当者会議

全産業合計の業況DIは、▲56.5（前月比＋2.5ポイント）
新型コロナウイルスの影響により、巣ごもり消費が拡大
する中、ネット通販やデリバリーを活用する消費者の増加
も追い風となり、飲食料品の売れ行きが堅調だった。また、
自動車関連で、経済活動をいち早く再開した中国向けの生
産が持ち直しつつあるほか、建設業では台風などの災害復
旧を含む公共工事の下支えが続く。一方、消費者のマイン
ド低下や観光需要の低迷から、飲食・宿泊をはじめ関連産
業の経営は依然厳しく、コロナ対策のコスト増を指摘する
声も聞かれる。中小企業の景況感は持ち直しに向けた動き
がみられるものの、力強さに欠く状況が続いている。

先行き見通しDIは、▲44.0（今月比＋12.5ポイント）
コロナ禍の影響長期化により、売上回復の見通しが立
たない中、助成金等の政策効果が剥落したあとの急激な
業績悪化を懸念する経営者も多く、先行きの不透明感か
ら、慎重な見方が続く。一方、政府による旅行喚起策の
東京追加や、順次開始される飲食業支援策による需要喚
起への強い期待感がうかがえるほか、欧米向けを含む自
動車関連、５G向けなど半導体関連の持ち直しを期待する
声も聞かれた。

※LOBO調査（早期景気観測調査）：
「QUICKSURVEYSYSTEMOFLOCALBUSINESSOUTLO
OK」からとった略称で、商工会議所のネットワークのもと、地
域や中小企業が「肌で感じる足元の景気感」を全国ベースで
毎月調査を実施・公表し、経済対策に関する政策提言・要望
活動等へ活用を目的にしています。

※DI（DIFFUSION INDEX:景況判断指数）=「好転」の回答割合－「悪化」の回答割合業況DI
年 年 先行き

見通し
９月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10～12月

全産業

建 設

製 造

卸 売

小 売

サービス

▲20.0

▲4.8

▲21.1

▲30.6

▲27.5

▲17.1

▲60.4

▲29.3

▲63.2

▲66.7

▲64.0

▲71.2

▲65.8

▲37.7

▲69.9

▲62.9

▲70.0

▲77.6

▲62.8

▲35.0

▲72.6

▲61.6

▲60.4

▲73.4

▲59.3

▲34.8

▲70.6

▲59.5

▲53.4

▲68.4

▲59.0

▲34.9

▲69.6

▲56.7

▲53.2

▲70.2

▲56.5

▲30.7

▲68.3

▲51.2

▲52.5

▲67.8

▲44.0

▲28.1

▲43.7

▲39.0

▲49.8

▲52.5

調査結果の詳細につきましては、
日本商工会議所ホームページでご覧いただけます。

https://www.cci-lobo.jcci.or.jp/

（令和２年9月調査結果）
業況DIは、持ち直しの動きあるも、力強さ欠く
先行きは慎重な見方続くも、回復に期待感
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タ
テ
と
ヨ
コ
の
問
題
を
解
い
て
、

□
を
埋
め
て
く
だ
さ
い
。

◦□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」）

◦濁音や半濁音は１文字として数えます
◦A～Eに入れた文字を並べると、ある言葉が完成します注

意
点

９月号の答

1 2 3 C 4

5 A

6 E 7

8 9

10 D

11 12 B

ル

ウ

ズ

シ

オ

イ

ン

コ

イ

カ

カ

メ

ラ

へ

キ

カ

ン

ジ

タ

シ

ザ

ン

セ

カ

コ

キ

リ

ン

1 2 3 4 A

5 C

6 7

8 B 9

10 11

12 E 13 D

A B C D E A B C D E

メ ン タ イ コ答

タテのカギ
１　加熱されていないもの
2　ベッドルーム
3　お世話になった先生
4　北が上、東は右、西は？
7　USJや通天閣がある都道府県
8　ウルメやカタクチがいる
9　⇔洋裁
11　クリスマスの前夜

ヨコのカギ
１　二十世紀や幸水がある
3　王様のきさき
5　定員に達して○○○○御礼
6　読みかけの本にはさむもの
8　エピソード
10　ワラビ、ゼンマイ、コゴミなど
12　歯医者さん
13　千枚漬にする野菜

　この絵を見て、まず目を引かれるのは、少女がかぶる大きな黒い帽子と、
伏せたまつげの濃い影。影を作る光はどこから射してくるのか――？ 帽子
の“つば”が少女の顔に影を作っていないことからすると、太陽は彼女の
頭上にではなく、少し傾いた位置にあるようです。
　少女の後ろに広がる景色は、太陽の光を反射してか一面黄金色です。そ
の中に点在するピンク色の塊は、なんと牛。思い出されるのは、夏の終わ
りから秋にかけて、早朝の富士山が赤く染まって見えることがあるという、
いわゆる「赤富士」現象。ちょっと驚きの「ピンク牛」も、単に画面上の
効果を狙っただけのものではなく、ある場所、ある季節、ある時刻、作者
フランドランが実際に目にした光景をもとにしているのかもしれませんね。
　牧歌的な風景の神秘的な一瞬。溢れる光を背負って立つ少女の姿は、そ
の穏やかな面持ちや花束に添えた手の優しさと相まって、宗教的な神々し
ささえ感じさせるものとなっています。

ジュール・フランドラン《花を持つ少女》　制作年不詳　油彩、画布　73.0×54.0（cm）
ジュール・フランドラン（Jules FLANDRIN）  1871-1947

　紙面をリニューアルしました。①当所の活動をいきいきと伝える②会員事業所と
経営者の今を伝える③管内の情報を分かりやすく伝える――を編集方針に据えまし
た。編集委員会方式を採用し若手を中心に編成、フレッシュな感覚を取り入れます。
表紙は一新し、あまり知られていない大原美術館の作品を掲載、会員に情報を提供
していただく「Member̀ s　Information」も始めました。特集はリニューアル初
回にふさわしい新倉敷商工会館。今、新時代への槌音が響いています。　（井上）

公益財団法人

大原美術館
学芸課長

𠮷川 あゆみ

　大原美術館の吉川です。いつも上司に
噛みついているので「大原のカミツキガ
メ」と呼ばれています。
　危険生物を飼ってくれている美術館と、
館を支えて下さる皆さんに感謝です！

休　館　日：月曜日（祝日の場合は開館）
開館時間：9：00～17：00（最終入館16：30）
倉敷市中央1-1-15　電話 086-422-0005
https://www.ohara.or.jp/

知られざるOHARA Vol.1

編 集 後 記

Editor,s Note

　感染症対策の為、入館人数を制限し、
マスクの着用、消毒、検温、連絡先の
記載をお願いしております。
　ご不便をお掛け致しますが、ご理解
のほどよろしくお願いいたします。



（042）765 8724




