


（042）765 8724



 Kurashiki 1 Kurashiki 1

新会館建設へGO!!����� 1

特集　持続化補助金でコロナに
対応�新展開の起爆剤に� 2・3

新しい生活様式���� 4・5

はじめまして������ 6

プレミアムランチ���� 7

ナイススマイル����� 7

くらしきTMO������� 8

倉敷物語館������� 8

カレンダー������� 9

新入会員��������� 9

青年部�������� 10

女性会�������� 10

会員事業所健康診断��� 11

優良商工従業員表彰��� 11

ご存じですか？���� 12

食べにおいでんせぇ��� 12

Member's�Information�� 13

三菱倉敷野球部����� 14

倉敷税務署������ 14

あなたの元気を応援します� 14

倉敷労働基準監督署��� 14

業務日誌������� 15

LOBO調査����� 15

知られざるOHARA� 16

クロスワードパズル�� 16

目　　次

新会館
建設へ

付　　録

◦経営＆販売力ＵＰセミナー

◦マル経融資制度

◦新春経済講演会

◦岡山県商工会議所連合会
IT活用セミナー

◦岡山県商工会議所連合会CF・
SNS活用セミナー

◦総務省テレワーク導入ミニセミナー

Vo l .12Vo l .12
準備工事で西側に車道を整備

～大原孫三郎像は奉銘板の横に～
　新倉敷商工会館建設事業は、10月２日（金）から11月初旬
にかけて準備工事が行われました。現商工会館北側の敷地内
にあるものはすべて撤去、建設予定地は仮囲いされ、山留め
工事、地業工事の後、11月30日（月）から基礎工事が始まります。
　準備工事では、北側敷地内にある樹木、ツリーサークルや
西側のアスファルト舗装を順次撤去。歩道の樹木も撤去と切
下工事が行われ、バスの停留所は東へ移設されました。
　アスファルト撤去跡には、10月６日（火）から設備配管が
埋設され、L形側溝と雨水配管も取り付け。その後、路盤工
事と仮舗装が施され、10月22日（木）から車道が開放されま
した。

　新商工会館完成後、自動車の動線はこの西側車道に一本化
され、南側駐車場と道路を結び、歩行者動線は新設通路東側
に整備されます。
　現北側駐車場中央の花壇にあった初代会頭大原孫三郎像と
台座は、10月12日（月）に移設され、しばらく石材業者の倉
庫に保管されます。完成後は東側の歩行者動線上の入口付近
に据え付けられ、周囲に植栽が施され、奉銘板も設置してメ
モリアルゾーンとして整備する予定です。
　敷地内西側車道を除くほとんど全てのエリアは、高さ２～

３ｍの仮囲いで囲み、関係者以外の立ち入りを防ぐとともに
騒音の低減、粉じんの飛散防止などを図りました。
　仮囲い設置に伴い、現商工会館玄関庇は先行撤去、東側に
向けてスロープを設け、歩行者通路を確保します。西側から
は玄関には入れなくなり、通用口を利用してもらいます。来館
者用の臨時駐輪場は現商工会館東側に整備、北側の駐車場（50
台収容）はすべて利用できなくなりました。

地鎮祭で工事の安全を祈願
　新倉敷商工会館建設工事の地鎮祭が11月６日（金）、足高
神社の井上亮二宮司によって執り行われ、工事の安全を祈願
しました。
　地鎮祭には、施主である当商工会議所、設計監理、施工関
係者ら34名が出席、新型コロナウイルス感染症が収束してい
ないため、最小限の人数でマスクを着用して行われました。
　伊東香織倉敷市長の来賓挨拶の後、開式の辞があり、祝詞
奏上、清祓に続いて行われた地鎮の儀では、㈱浦辺設計の西
村清是代表取締役が鎌、当所の井上峰一会頭が鍬、㈱藤木
工務店の藤木玄三社長が鋤による所作を行いました。
　閉式の後、井上会頭は「倉敷の地域、経済に根を張り、防
災に強く、それ以上に安全・安心な商工会館でありたい」と
抱負を述べました。

整地された建設予定地と西側の車道（10月27日）

鍬を振り下ろす井上会頭
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新展開の起爆剤に  小規模事業者の販路開拓支援
持続化補助金でコロナに対応

　「小規模事業者持続化補助金」の相談が急増しています。今年度上半期で1866件、前年同期に比べ約
5倍となりましたが、「販路開拓」の用途が広く、使いやすいことが背景にあります。国等の委託を受け
た日本商工会議所が補助金事務局を運営しており、公募は従来、年2回程度でしたが、今年度は既に9回
の実施が決まっています。当所会員事業所の活用例を紹介します。（取材・文／大田紘之）

　やまこうどん（倉敷市浜町、山下貴司代表）は、8月
に真空包装機を導入し、売上高の確保につなげています。
　同店は平成27年創業。３月ごろからコロナ禍で客数
が減少したため、テイクアウトに着目。試験的に実施し
たところ評判が良く、持続化補助金を活用し、真空包装
機で出汁や具材をパックして、対応を強化することにし
ました。
　真空パックは、品質を保ち、作り置きができ、家庭で
湯煎するだけの簡単な調理が可能になるのがメリット。
イベント出店は従来、店舗を閉めて準備していましたが、
省力化も図られることで、営業しながらの対応が可能に
なり、結果として増収になりました。
　山下代表は「衛生面に気を配りながら、更に業績アッ
プのために動き出したい」と話しています。

　新車リース販売・中古車販売・修理を行う㈲アントレ
中央（倉敷市平田、内田又幹社長）は、自社看板を一
新したことで、新規顧客を獲得しています。

　同社は平成6年に創業。交通量が多い立地で、他社
の看板により自社看板が目立ちにくい状況に苦慮してい
たところ、持続化補助金で看板製作が補助対象になる
ことを知り、申請に着手。
　力を入れたいマイカーリースに走行ドライバーがいち
早く気づくよう、文字は大きく「新車・軽・リース」と絞っ
て掲載。その結果、「看板を見て来ました」という反応
も増え、マイカーリースを足掛かりに業績拡大につながっ
ています。
　同社の山本文昭店長は「今後も多くのお客様に足を
運んで頂けるように頑張りたい」と話しています。

　イッカクベーカリー（倉敷市老松町、田畑千秋代表）は、
季節限定テイクアウトセットメニューを開発し、来店者
数増加を目指します。
　同店は開業２年目を迎えたパン屋で、お客様の声を
受け、3密回避の新サービスを考案。季節限定商品をセッ
トメニューで提供し、注文を店外で受けることで、商品
の選択・袋詰めによる滞在時間削減を見込んでいます。
　持続化補助金を活用しショーケースなどを導入するこ
とで、レパートリー増強と保存環境を向上させ、テイク
アウトを強化。さらに無添加で体に優しいメニュー開発

集
特

真空パックで業績アップへ
やまこうどん

看板一新で新規顧客を獲得
㈲アントレ中央

テイクアウトの環境を整備
イッカクベーカリー

品質保持に役立つ真空包装機と山下代表

遠くからでも目立つ大きな文字の看板



 Kurashiki 3

も手厚くし、健康志向の購入者の定着を図ります。
　田畑代表は「お客様が安心して来店できるお店づくり
に努めたい」と話しています。

　発酵食品、ところてん製造のマルクラ食品㈲（倉敷市
加須山、岡田幸憲社長）は、生産性を向上させる包装
機械と新商品開発を軸に販売力を強化します。
　同社は、コロナ禍での受注減少を受け、こうじの取り
扱いノウハウと事業承継で得た販売ルートを活かし、新
商品のグルテンフリー豆乳加工麺「ぶっかけどうふ麺」
の流通を発案。

　持続化補助金を活用して、産学連携で商品開発を進
め常温流通を目指すとともに、新たに包装機械を導入し、
作業工程を改善。加えて魅力的な商品パッケージの開
発で、更なる海外へのネット販売も見込んでいます。
　同社の岡田康男専務取締役は「多くの方とＷｉｎ‒Ｗｉｎ
な関係を築けるような事業に努めたい」と話しています。

　郷土料理を提供する㈱竹の子（倉敷市阿知三丁目、
高橋達哉社長）は、畳の表替え・テーブル専用客室の特
設を行い、国内外のお客様の増加につなげました。
　築100年の旅館を改装し創業半世紀を控えた同社は、
平成30年7月豪雨での店舗損壊を機に「和を五感で伝
えられる店づくり」実現のため、持続化補助金の活用を
検討。
　畳表の一新で入室から香りを通し「和」を感じられる
ようになり、あぐらが苦手な高齢者や若者向けにテーブ
ル室を特設したことで、来店数向上に弾みをつけ、イン
バウンドにも好評です。
　高橋香織女将は「先代からの思いを大事にしつつ、励
みでもあるお客様の声を汲み取り、多くの方に喜んで頂
けるように努めます」と話しています。

和を五感で感じる店づくり
㈱竹の子

包装機械導入で生産性向上
マルクラ食品㈲

3密回避のため注文は店外で受け付け

新商品開発と販路開拓を目指す岡田専務 こだわりのテーブル専用客室と高橋女将



「新しい生活様式」259事業所が取り組みを宣言①

飲　食　店
　9494（阿知）、クオーレ倉敷（中

央）、Bricole（本町）、カフェ有鄰

庵（本町）、㈱吟彩 蔵Pura和膳風

（阿知）、くらしき茶寮（平田）、㈱桜

草（本町）、㈲かっぱ（阿知）、町家喫

茶 三宅商店（本町）、水辺のカフェ 

三宅商店 酒津（酒津）、焼肉マルキ

（笹沖）、The華紋（中央）、たけの

や（白楽町）、武野屋本店（阿知）、

同中庄店（下庄）、倉敷アイビース

クエアパブ赤煉瓦（本町）、同レス

トラン蔦（本町）、あぶと倉敷館天

領（本町）、㈱イタリア料理煉天地

（阿知）、喫茶エル・グレコ（中央）、

備前焼ギャラリー倉敷一陽窯2F

カフェ（本町）、AVENUE（本町）、

Café Gewa（阿知）、pizzeria 

C O N O  F O R E S T A（ 阿 知 ）、

Premier-プルミエ-（中央）、味酒 

土手下南（本町）、居酒屋 我が家

（阿知）、居食屋なか田（゙阿知）、

大手まんじゅうカフェ（中央）、お食

事処 鶴形（中央）、カフェプリンセス

（本町）、café 2MUG（本町）、神

くら（本町）、喫茶こいまり（本町）、

ギャラリー喫茶かめやま（本町）、く

らしき 窯と南イタリア料理 はしまや

（東町）、つばめ喫茶室（阿知）、倉

敷らーめん升家（阿知）、こだわり

天丼天壱 笹沖本店（笹沖）、スマイ

ルキッチン（老松町）、駄 （々阿知）、

月のうつわ（鶴形）、鉄板焼 カンナ

榮堂倉敷中央店（中央）、倉敷アイ

ビースクエア アイビーショップ（本

町）、同愛美工房展示室（本町）、同

愛美工房売店（本町）、㈲ウイルパ

ワー（福田町古新田）、おざきや（本

町）、ブランド子供服専門店プチバ

ンビーナ（阿知）、備前焼ギャラリー

倉敷一陽窯（本町）、手づくりケーキ

の店葡萄園（田ノ上）、ArtSpace

路 （ゞ本町）、café BISCUIT（本

町）、kojima market place美観

地区店（本町）、うさぎや倉敷店（笹

沖）、同倉敷西店（西阿知町）、くら

し器てぬぐいGocha（本町）、カス

リラ＆うつわ四季（阿知）、小林朱

雲堂笹沖本店（笹沖）、ギャラリー

十露（本町）、銀座亜紀枝 刺子の

店・倉敷店（本町）、金賞コロッケ倉

敷店（本町）、倉敷意匠アチブラン

チ（阿知）、倉敷山陽堂（船倉町）、

倉敷の犬猫屋敷（中央）、倉敷の浪

漫（中央）、倉敷ビッグアメリカン

ショップ㈱LABREA（堀南）、同S

パーク店（白楽町）、くらしき美味処

wakaba Design（本町）、くらしき

桃花（本町）、くらや（中央）、下山

薬局㈲（中央）、デイリーヤマザキ

倉敷川入店（川入）、恒枝茶舗（本

町）、ファーザークリスマス（本町）、

このいと 紡（本町）、和のお店 ひな

（本町）、伊勢屋（本町）、奥田商店

（阿知）、手仕事の店 倉敷民芸（阿

知）、酒津兜山窯（阿知）、倉敷どう

（阿知）、とり鶏（阿知）、ゆうなぎ

倉敷（中央）、レストラン ウィステリ

ア（中央）、レストラン スワン（西中

新田）、レストラン 亀遊亭（中央）、

手打ちうどんおおにし（本町）、倉敷

珈琲館（本町）、大正亭（本町）、腹

PECOCHIKIN（白楽町）、和風ダ

イニング 和華（阿知）

小　売　店
　金光薬局本店（鶴形）、同倉敷新

田店（新田）、同さんすて倉敷店（阿

知）、同ゆめタウン倉敷店（笹沖）、

同水島新田店（神田）、同倉敷福島

店（黒崎）、はれもけも（本町）、美観

堂（本町）、㈱すみれ花店（阿知）、

置き薬のフカイ（広江）、㈲三宅事

務機（稲荷町）、㈲愛文社書店（阿

知）、shop三宅商店（阿知）、㈲無

二（東町）、㈲平翠軒（本町）、㈲八

木商店（本町）、㈱くらしき藹然（本

町）、アリオ倉敷（寿町）、㈱橘香堂

本店（阿知）、同Pモール連島店（連

島町連島）、同倉敷市役所前店（西

中新田）、同美観地区店（阿知）、

㈱天満屋倉敷店（阿知）、デニム

スーツ in Blue（阿知）、㈱マルキ

商店（阿知）、㈱竹内道夫商店（連

島中央）、宝石・時計・めがね 誠工

舎（阿知）、㈱日本郷土玩具館（中

央）、erittostore+ERITTO&Co.

labo（本町）、襟立製帽所倉敷本町

店（本町）、襟立帽子店（本町）、廣
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　倉敷商工会議所は、新型コロナウイルスの感染症対策を実施している事業所へ「取組宣言シート」を発行
しています。９月1日から発行を始め、9月末現在で259事業所が宣言しています。
　この事業は、倉敷市内5商工団体で連携し、市内全域で感染予防対策を普及させる目的があります。
　宣言事業所は次の通り。



ぶつの森（中央）、倉敷和平台（中

央）、大黒屋 倉敷笹沖店（笹沖）、

田中商店（阿知）、凸凹堂倉敷（中

央）、如竹堂（本町）、風の館うえのや

（本町）、滔々 toutou,Kurashiki 

gallery and stay（中央）、倉敷屋

天領蔵（中央）、廣榮堂倉敷中央店

（中央）

宿　泊　施　設
　クオーレ倉敷（中央）、暮らしの宿

てまり「おいとま」（本町）、暮らしの

宿てまり「ゆきかい」（本町）、倉敷

アイビースクエア（本町）、吉井旅

館（本町）、㈱倉敷国際ホテル（中

央）、ホテルナンカイ倉敷（水島千

鳥町）、あぶと倉敷館（船倉町）、グ

リーンリッチホテル倉敷駅前（阿

知）、旅館くらしき（本町）、料理旅館

鶴形（中央）

共　　通
　（一社）星野仙一記念館（中央）、

㈱亀田建設（笹沖）、㈱トーヨー商

事（黒石）、健康増進施設はぁも

にぃ倉敷（鳥羽）、（公財）倉敷考古

館（中央）、（公財）倉敷天文台（中

央）、（公財）倉敷民芸館（中央）、

㈲ミツワ美容室（藤戸町天城）、倉

敷芸術科学大学（連島町西之浦）、

地酒屋（阿知）、冨来屋本舗 本館

（本町）、同別館（本町）、エヴァ

ホール倉敷（二日市）、同中央（稲

荷町）、同水島（神田）、ファミリエ

茶屋町（帯高）、同水島（神田）、同 

西阿知（西阿知町）、プチンジュ（寿

町）、㈱伊予銀行倉敷支店（白楽

町）、ペットピア（新田）、㈱香川銀行

倉敷支店（田ノ上）、㈱トマト銀行倉

敷営業部（中央）、同笹沖支店（笹

沖）、同水島支店（水島西栄町）、同 

倉敷店（寿町）、タワーレコードアリ

オ倉敷店（寿町）、天満屋ハピーズ

アリオ倉敷店（寿町）、ドコモショッ

プアリオ倉敷店（寿町）、中谷興運

㈱（水島海岸通）、野村交通㈱（福

田町古新田）、バックステージ（寿

町）、ひので家アリオ倉敷店（寿

町）、ビューティーサロンコデラ（阿

知）、水島ガス㈱（水島福崎町）、水

島ガスショールームれすば（連島

中央）、三宅建築㈱（笹沖）、三宅

税理士法人（中島）、眼鏡市場アリ

オ倉敷店（寿町）、桃太郎のからく

り博物館（本町）、焼肉ぐりぐり家

アリオ倉敷店（寿町）、リンガーハッ

トアリオ倉敷店（寿町）、ルイアース

（寿町）、ルイレイ（寿町）、ロミロミ

Arara（笹沖）、ワイモバイルアリオ

倉敷（寿町）、ワッフルケーキの店

R.L倉敷店（寿町）、わものや倉敷

店（寿町）、三菱自動車工業㈱水島

製作所（水島海岸通）、水島信用金

庫本店（水島西常盤町）、同連島支

店・矢柄支店（連島中央）、同鳥羽支

店（鳥羽）、同広江支店（広江）、同

笹沖支店（笹沖）、同寿町支店（水

島西寿町）、同水島南支店（中畝）、

同西阿知支店（西阿知町）、同倉敷

駅前支店（阿知）、同中島支店（中

島）、同鶴の浦支店（鶴の浦）、同藤

戸支店（藤戸町天城）、同福田支店

（福田町古新田）、倉敷本町郵便局

（本町）、中央建設㈱（吉岡）、東洋

バス（笹沖）、保険見直し本舗倉敷

アリオ（寿町）、万寿ドライクリーニ

ング（浜町）

令和2年9月30日現在：259社

中島支店（中島）、同鶴形支店（鶴

形）、同八王寺支店（八王寺町）、㈱

百十四銀行倉敷支店（笹沖）、同水

島支店（水島西常盤町）、㈱安藤嘉

助商店・倉敷店（西阿知町）、㈱新

都市不動産（白楽町）、㈱東横イン

倉敷駅南口（阿知）、(公財)大原美

術館（中央）、㈲近藤鉄工所（藤戸

町藤戸）、Fleurir bienvenue（中

庄）、nana’s green teaアリオ倉

敷店（寿町）、VASRA倉敷美観地

区店（本町）、アカチャンホンポアリ

オ倉敷店（寿町）、遊夢（黒崎）、ア

リオ倉敷デンタルオフィス（寿町）、

いがらしゆみこ美術館（本町）、大

手開発㈱（水島西栄町）、大橋家住

宅（阿知）、おかやま信用金庫中庄

支店（中庄）、加計美術館（中央）、

笠岡信用組合倉敷支店（白楽町）、

㈱三松（沖）、ほうりん（笹沖）、カ

メラのキタムラアリオ倉敷店（寿

町）、カルディコーヒーファームアリ

オ倉敷店（寿町）、関西防水工業㈱

（東塚）、着物レンタル姫乙女（本

町）、倉敷アイビースクエア愛美工

房 陶芸教室（本町）、倉敷駅前観

光案内所（阿知）、倉敷館観光案内

所（中央）、倉敷市観光休憩所（中

央）、倉敷市立美術館（中央）、倉敷

市立自然史博物館（中央）、倉敷物

語館（阿知）、倉敷ロフト（寿町）、ク

ラフトハートトーカイアリオ倉敷店

（寿町）、興和観光物産㈲（大島）、

サーティワンアイスクリームアリ

オ倉敷店（寿町）、サンキューマート

（寿町）、山陽酸素㈱（松江）、新渓

園（中央）、せいた鍼灸整骨院（鳥

羽）、ゼクシィ相談カウンター（寿

町）、大山名人記念館（中央）、ダ

イヤクリーニング（寿町）、竹宝堂

（阿知）、タリーズコーヒーアリオ
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テイクアウトも充実し“ 毎日食べたい ”
2013年5月にオープンして以来、

今年8年目を迎えました。
“毎日食べたいイタリアン”をモッ

トーに、信頼できる生産者の野菜
をふんだんに使った料理が自慢で
す。ボリュームにも気を配り、美味
しく満足できる量を提供しています。

今年は新型コロナウイルスの影
響もあり、ランチメニューは1,800
円のおまかせセットのみ、ディ
ナータイムは要予約で3,800円と
5,000円のコースのみとさせていた
だいています。同時にテイクアウト
事業も充実させパスタ、ピッツァは

もちろんのこと、ランチボックスや
パーティオードブル等も承っており
ます。

大きな時代の変化の中で、これ
からも“毎日食べたいイタリアン”を
目指して様々なことに取り組んでい
きたいです。

●

五福小学校西交差点

弥
生

栄

常
盤

水
島
臨
海
鉄
道

428

188 274

水島中央病院

● ●水島協同病院

●水島警察署

TSUTAYA
水島店

アメイロトロ手芸店

北畝6丁目
交差点

中央公園東
交差点

あさごえ動物病院

ザグザグ 加須山店

おびえ皮膚科

どんどん亭
加須山店

JA晴れの国岡山
帯江支店

軽自動車専門店
ハヤシ 倉敷店

●

●

●

●

●

●

●

GOSSI

2

74

ポプラ
倉敷加須山店

〒712-8051　倉敷市中畝5丁目11-17
ＴＥＬ 086-451-2126　営業時間／11:00～18:00
定 休 日／不定期
※時期により変動します。お電話又はHPでご確認ください。
http://www.ameirotoro.com/

〒710-0026　倉敷市加須山256 中村ビル102
ＴＥＬ　086-697-5403
営業時間／11:00～14:30、 17:30～21:30
定 休 日／毎週木曜日、ディナータイムはご予約のみ
https://www.facebook.com/gossi.523

代　表　保﨑　亙子

代　表　髙越　真人

アメイロトロ手芸店

イタリアン ＧＯＳＳＩ

はじめまして vol.
❶❼❽

店舗販売をスタート、作品づくりを応援
　はじめまして。倉敷市水島にある
民家の片隅で手芸材料の販売をし
ています。
　2015年よりイベント販売を中心
に活動してきましたが、今年は販路
開拓を決意し、仕事場を改修して
店舗販売を始めました。皆様の個

性豊かな作品づくりを応援するた
め、ハギレ・紐・アクセサリーパー
ツ等各地から独自にセレクトした
材料をラフなスタイルで販売してい
ます。お探しの材料がございました
ら、お気軽にお問い合わせください。
　ここ数年、ハンドメイド市場は全

国各地で盛り上がりを見せていま
す。趣味で始めたものづくりが特技
となり、自分らしさが育ち、素晴ら
しい暮らしに繋がっていると思いま
す。今後も材料の販売を通じて、よ
り良い暮らしづくりを手助けしてい
けるよう頑張ります。
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　倉敷商工会議所の特定退職金共済や生命共済の加入者を対象にした今年度
の「プレミアムランチ」は、令和３年２月３日（水）と４日（木）に「料理旅館鶴形」
「旅館くらしき」「吉井旅館」で開催することが決まりました。
　プレミアムランチは、昨年度の倉敷国際ホテルに続き２回目。「とてもよかっ
た」「来年もぜひ参加したい」などと好評で、今回は60事業所120名を無料で
ご招待します。旅館、日時は抽選で決定してお知らせします。
　お申し込みは12月25日（金）までに当所共済係（☎ 086-424-2111）へ。

Vol.195ナイススマイル

Nice Smile

　「イオンモール倉敷」より車で3分の位置にあり、
2016年2月に開業以来、身体の悩みをお持ちの方が
多くご来院いただいております。
　様々な不調の原因を取り除く骨盤矯正、交通事故
による ケガ・むち打ち、肩こり・腰痛・頭痛など慢
性的な痛み、産後のお悩みなど幅広く対応しており
ます。丁寧なカウンセリングで、お一人お一人に合
わせた適切な施術をご提案しますので、お気軽にご

相談ください！ 
　また当院は倉敷市初のママリュクス認定治療院で
あり、午前中は産後骨盤矯正のママさんで賑わって
おります。産後ケアでママさんから笑顔になり、楽
しい育児をしていただくのが当院の願いです。託児
のスタッフも在籍しておりますので、お子様連れで
もお気軽にお越しくださいね。詳しくはホームペー
ジをご覧ください。

わたなべ接骨院+LABO
〒710-0811
倉敷市川入817-1
シュバリエブラン壱番館Ａ

TEL 086-427-5335
営業時間　火～土　9：00～12：30
　　　　　　　　 14：30～20：00
　　　　　　　日　9：30～16：30

定　休　日　月・祝日　不定休あり

事業概要　整骨院・整体院
駐　車　場　４台

自社HP

老舗旅館でお昼をどうぞ
２月３日、４日　共済加入者120名を招待

https://watanabe-
sekkotuin.com/
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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

　「うちとこの”もんげェ～”
もん」では、デザイン・撮影・
印刷・加工・梱包まで全て
自分たちの手作りで行って
います。

SAKURAProject
sakura_opu 

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

SAKURA Project No.03

「うちとこの”もんげェ～”もん」って何？

撮影風景店先での展示風景

｢うちとこの "もんげェ～"もん｣では、倉敷フォトミュラルの商店街展示期間中、会場である商店街各

店舗の店先にてお店の魅力を写真で紹介しています。商店街を彩るのは頭上の大型布だけではありません。

店先でいろんなもんげェ～もん達が皆さんを待っています。そのお店自慢の一品は、珍しいものも沢山あり、

新しい発見ができるのも楽しみの一つです。

Kurashiki 8 

倉敷物語館

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

毎年、春と秋に倉敷物語館で開催していた備中神楽ですが、今年は

新型コロナウイルスの感染拡大のため中止となりました。 

そこで、当館でこれまでに開催した懐かしい写真を中心に、岡山県を

代表する伝統芸能「備中神楽」を VTRで紹介します。 

ぜひお立ち寄りください。 

 

令和２年11月14日㈯〜30日㈪
　毎年、春と秋に倉敷物語館で開催していた備中神楽で
すが、今年は新型コロナウイルスの感染拡大のため中止
となりました。
　そこで、当館でこれまでに開催した懐かしい写真を中
心に、岡山県を代表する伝統芸能「備中神楽」をVTRで
紹介します。
　ぜひお立ち寄りください。

in 倉敷物語館

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

毎年、春と秋に倉敷物語館で開催していた備中神楽ですが、今年は

新型コロナウイルスの感染拡大のため中止となりました。 

そこで、当館でこれまでに開催した懐かしい写真を中心に、岡山県を

代表する伝統芸能「備中神楽」を VTRで紹介します。 

ぜひお立ち寄りください。 
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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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12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 火 専門家相談
初心者向け企業経営のための会計セミナー

2 水 専門家相談
働き方改革推進支援センター個別相談
2020年全国そろばんコンクール（〜12/9）

3 木 専門家相談
初心者向け企業経営のための会計セミナー

4 金 法律相談（倉敷）
5 土

6 日 第48回ビジネス実務法務検定試験
7 月 専門家相談
8 火 専門家相談

第３回メンタルヘルス個別相談会
9 水 専門家相談

第15回正副会頭・専務理事会議
第20回青年部・女性会会長との意見交換会

10 木 専門家相談
知的財産相談
新倉敷商工会館建設第３回総合定例打合せ会

11 金 専門家相談
12 土

13 日 第29回環境社会検定試験
14 月 専門家相談

15 火 専門家相談
16 水 専門家相談

働き方改革推進支援センター個別相談
メンタルヘルスセミナー

17 木 コロナを乗り越えるための経営＆販売力ＵＰセミナー
18 金

19 土

20 日

21 月 専門家相談
22 火 専門家相談

「ギフト・ショー」出展社会議
23 水 専門家相談

法律相談（水島）
働き方改革推進支援センター個別相談

24 木 専門家相談
新倉敷商工会館建設第３回技術定例打合せ会

25 金

26 土

27 日

28 月 令和２年仕事納め
29 火

30 水

31 木

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

美まつげeyeco マﾂゲｴクステン
ションの施術 東塚３－２３－２２－１

La Belle Vie ポーセラーﾂ、グルーデ
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販売、機械メンテナンス他 松江１－１４－５６

事業所名 業　　　　種 所　在　地
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したサロン運営 笹沖４５７－１６
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サービス 浜町２－９－１３－２Ｆ
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ス） 粒江６５４－５
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㈱奏機工 仕上工事業 連島町西之浦5113-1
クレｲンＡ102



Kurashiki 10 Kurashiki 10 

令和２年度  新入会員を迎えて
　令和2年度10月入会と
なる新入会員の紹介があ
りました。
　コロナ禍の中、多くの
新入会員を迎えることが
できました。
　新しい仲間とともによ
りよい青年部活動を頑
張って参ります。

第52回 全国商工会議所女性会連合会倉敷総会

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～

第２回  通常総会並びに第１回交流例会開催
　10月20日（火）、第2回通常総会並びに第1回交流例会が商工会
館会議室及びZoomで開催されました。
　交流例会では、倉敷商工会議所井上峰一会頭より商工会館の建て
替えの開始と、今後の青年部への期待のメッセージを頂戴しました。
堂処会長からは例会の開催の喜びとともに、限られた短い期間の中
で青年部活動の方向性を示す熱い呼びかけがありました。
　また、堂処会長を議長に通常総会が行われ、令和3年度会長の選
任の議案について審議と採決が行われました。採決の結果、竹内秀
勝副会長が次年度会長予定者として承認されました。

令和２年度　スローガン

10月23日（金）、「ここから広げようSDGsの取
り組みを〜歴史の薫る 文化と産業の街 倉敷から
〜」をテーマに、「第52回全国商工会議所女性会
連合会倉敷総会」をオンラｲンで開催しました。
全国より336女性会、歴代最多の約4,300会員が
YouTube配信を通じ参加しました。

開会にあたっては、各地女性会より動画を提供
していただき、オンラｲンながら一体感のある
オープニング動画を作成・配信いたしました。

日本商工会議所の三村明夫会頭からのビデオ
メッセージでは、コロナ禍でのオンラｲン開催に
対し「前例のない熱い挑戦へのｴールを送りたい」と力強いお言葉を賜りました。

式典の後半では「女性起業家大賞」をはじめとした各表彰を行い、視聴者が一体感・ラｲブ感を感じられる
よう、表彰の一部を双方向通信に切り替え、受賞者より直接コメントをいただくなど工夫を凝らしました。

大原美術館大原あかね理事長による記念講演は「過去の歴史と明るい未来の結節点としての現在〜SDGsから
倉敷を語る」と題し、大原家・倉敷市のSDGsの取り組みについてお話しいただきました。

今回の総会は、県庁所在地ではない地方の一女性会が単独で開催し、更に感染症対策を考慮した初のオンラ
ｲン開催という２つの大きな挑戦に対して模索を続けた日々でしたが、無事成功裏に終了し、全商女性連の新
しい可能性を示すことができました。

倉敷YEG紹介番組
「JumpUpYEG」放送中！
※放送時間（倉敷ケーブルテレビにて）：
　月曜日～金曜日 16:45～
　土曜日・日曜日 18:15～/19:15～  
※You Tube版は倉敷YEGホーム
　ページもしくはFacebookページ
　からアクセス！ 

お 知らせ

令和２年度新入会員の皆さん

井上会頭挨拶 堂処会長挨拶
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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㈹

第40回  会員事業所健康診断
　会員事業所の健康管理・福祉向上に役立てていただこうと、
倉敷商工会議所は、会員サービスの一環として毎年健康診断を
実施しています。
　今年度は、10月７日・８日・９日に倉敷会場（倉敷成人病センター
担当）、10月２日・９日に水島会場（水島第一病院担当）で実施
しました。
　倉敷会場では112事業所・240名、水島会場では23事業所・32
名が受診し、毎年多くの方々にご利用いただいています。
　健康診断の申し込みは、胃ペプシノゲン検診の有無によって２
コースあり、それぞれ会員事業所料金と生命共済加入者料金に
分かれています。またオプション検査（別途料金）もあり、短時間での受診が好評です。
　当所の健康診断は、昭和55年から毎年実施しており、今年で40回目を迎えました。単独では実施が難
しい中小・零細事業所に代わって、当所がサービスを提供するもので、会員事業所の中でも生命共済加
入者は割引が受けられます。

第５８２回常議員会は１０月２８日（水）、「第６８回優良商工従業員表彰」の受彰者１３３名を決定しました。
申し込みは今回からｲンターネット方式に変更し、会員歴３年以上の事業所を対象に8月２５日〜9
月３０日に受け付け。
表彰者は、３０年以上勤続者が３９事業所から６８名、１０年以上３０年未満勤続者が４１事業所から６５名で、
前年度より8事業所、9名増加しました。
新型コロナウｲルス感染防止の観点から、例年１１月下旬に挙行している式典は行わず、表彰式と記
念品を郵送、３０年以上勤続者には日本商工会議所会頭、倉敷市長表彰もありました。
優良商工従業員表彰は、創立期の昭和６年に始まり、昭和２８年から現在の形となりました。会員サー
ビスの一環として、毎年8月下旬から１カ月程度公募しており、事業所の従業員数に応じた被推薦者
の設定に加え、３0年以上の勤続者は別に２名まで推薦できます。

優良商工従業員表彰 80事業所133名を決定第68回
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⃝プロフィール
昭和55年に三越倉敷
店の開設準備室で赴
任以来倉敷に住んで
います。
⃝事務所
倉敷市鶴形１丁目２番�
15号　鶴形ビル2Ｆ
山口行政書士社会�
保険労務士事務所
⃝電話
086-426-1117
⃝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

？ご存ですか？知
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子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります！

べ

Vol. 201

熊谷圭祐シェフ（左）熊谷悦子代表（右）熊谷圭祐シェフ（左）熊谷悦子代表（右）
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幼稚園
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盤

水
島
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海
鉄
道

中国料理とらや

中央公園東交差点

水島信用金庫
本店

広島銀行
水島支店

ニシナ
本店

2444-3355

　当店のお持ち帰りメニューは、新型コロナウ
イルス感染症の影響で、お客様にご利用いただ
く機会が増えました。定食メニューはライス抜
きの注文もでき、皆様から好評です。
　現在、１階はテーブル席で60席、２階はお座
敷で50席ございます。コロナ禍も頑張って営業
しておりますので、是非店舗のほうに食べに来
ていただけたら幸いです。
　オススメはＢ定食（785円+税）。八宝菜、肉
団子、焼き豚、玉子焼、ライス。まず食べてい
ただきたい一品です。食材と味のバランスにこ
だわって作っています。また、嫌いな食材を言っ
ていただければ、抜いてお出しします。
　他に、お客様に人気のメニューは天津飯（564
円+税、「大」は724円+税）です。
　昭和30年半ば、洋食店として創業。以来、そ
の名残を残しつつ、幅広いメニューが食べられ
る「町中華」として、地元の皆様からご利用い
ただいてきました。常連の方が多く、親から子、
そして孫まで幅広い世代の方々がご来店くださ
います。

水島でもうすぐ60年
腹いっぱい「町中華」

B定食（785円+税）B定食（785円+税）

　レトロな雰囲気の外観・店内は、長く愛され続
けてきた歴史を感じます。
　定食メニューはお手軽価格にもかかわらず、ボ
リューム満点。出来立ての香ばしいかおりは、食欲
を誘います。八宝菜は野菜たっぷり、しゃきしゃき、
身体にうれしい一品です。　　　　      　 （新谷）

（施行は令和３年１月１日です）

改正前

改正後

　育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や
介護休暇を柔軟に取得することができるよう、
育児・介護休業法施行規則等が改正され、時
間単位で取得できるようになります。
＜改正のポイント＞

＜労使協定を締結する際の注意点＞
　子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得
することが困難な業務がある場合は、労使協
定を締結することにより、時間単位の休暇制
度の対象からその業務に従事する労働者を除
外することができます。困難な業務の範囲は、
労使で十分に話し合って決めてください。
＜両立支援等助成金について＞
　時間単位で利用できる有給の子の看護休暇
制度や介護休暇制度を導入し、休暇を取得し
た労働者が生じたなど要件を満たした事業主
には、両立支援等助成金が支給されます。

・半日単位での取得が可能
・１日の所定労働時間が４時間以下の労働者

は取得できない

・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる

就業規則の規定例（子の看護休暇の場合）
※介護休暇も同様の改定が必要です。
第〇条
１　小学校就学の始期に達するまでの子を養育す

る従業員（日雇従業員を除く）は、負傷し、又
は疾病にかかった当該子の世話をするために、
又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせ
るために、就業規則第〇条に規定する年次有給
休暇とは別に、当該子が１人の場合は１年間に
つき５日、２人以上の場合は１年間につき10日
を限度として、子の看護休暇を取得することが
できる。この場合の１年間とは、４月１日から翌
年３月31日までの期間とする。

２　子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連
続又は終業時刻まで連続して取得することがで
きる。

☞「時間」とは、１時間の整数倍の時間をいい、
労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する
時間数で取得できるようにしてください。

☞法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」
なしの時間単位休暇です。

　・法を上回る制度として、「中抜け」ありの休
暇取得を認めるように配慮をお願いします。

　・既に「中抜け」ありの休暇を導入している
企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、
労働者にとって不利益な労働条件の変更に
なります。ご注意ください。

（注）いわゆる「中抜け」とは、就業時間の途中から時間
単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻る
ことを指します。

〒712-8058　
倉敷市水島東常盤町12-16
営業時間/11：00～14：00
　　　　 17：00～21：00（当座）
定 休 日/水曜日
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〒712-8058　
倉敷市水島東常盤町12-16
営業時間/11：00～14：00
　　　　 17：00～21：00（当座）
定 休 日/水曜日

ご存知ですか？
「育毛スパ」

しかけ絵本で
クリスマスを

新サロンで白い歯を一緒に

大容量リュックもスッポリ

住 倉敷市白楽町520-27 日建ビル2Ｆ
電 086-434-8835
営 9：00～19：00

https://hairsnazzy.on.omisenomikata.jp/

住 倉敷市鶴形1-3-3
電 086-424-0696
営 10：00～17：00
　（17時以降に来店希望の方はご予約承り中）

chacha324.wixsite.com/mori-no-kakurenbo

美容室スナジー

しかけ絵本専門店
　　　森のかくれんぼ

創業26年の美容院です。カット、
カラー、トリートメントの他、当店は
業界でも珍しい「育毛スパ」を取り
扱っています。発毛エナジーであるア
デノシンを用い、１回40分・5回コー
スを20,000円（税込）にてご提供し
ています。

令和２年度内に限り、初回の方には
プラス1回分及び育毛剤（7,000円相
当）のプレゼントキャンペーンを実施
中です。気
になる方は
当店までお
尋ね頂ける
と幸いです。

（ 育 毛 ス パ
の効果には
個人差があ
ります）

クリスマスにぴったりなしかけ絵本
を、和書だけでなく輸入した珍しい洋
書までご用意しています。クリスマスカ
ラーに彩られた贈り物は気分を盛り上
げ、子どもから大人まで楽しめます。

クリスマスらしい色合いに包まれた
店内で、サンタクロースと一緒にお待
ちしています。明るくて楽しい時間を
　“西日本初“の「しかけ絵本専門店　
森のかくれんぼ」でお過ごしください
ね。

また、HP/お電話での対応もしてい
ますので、お気軽にご相談ください。

歯のセルフホワイトニングサロン、
「whitening salon PLATINUM 
Kurashiki」がオープンしました。あ
なたの歯をきれいにしたい！を一緒
に叶えます！

初めての方もスタッフが丁寧にサ
ポート、大人気のセルフホワイトニン
グは施術時間も短く、自分のペース
で通いながら本来の歯の白さを取り
戻せ、老若男女問わず笑顔に自信が
つきます。

店内は清潔感のある完全個室で、
コロナ対策もしっかり。興味あったけ
ど踏み込めなかった…そんな方も気

軽にお越しください。

学生服・学生雑貨を中心に販売し
ております。学生向けを中心とした
品ぞろえですが、新商品として今売
れているのが、「バックパックレイン
コート」（7,800円+税）です。

背中にリュックを背負ったまま着
用できるレインコートで、今流行り
の大容量リュックも中に背負えま
す。男性用のズボンタイプと女性用
のコートタイプがあり、軽くて持ち
運びの際にはコンパクトにたため
ます。

学生さんだけでなく、自転車やバ
イク通勤の方にも人気です。

新商品・新店舗・新拠点・新サービス・
新メニュー・会員事業所限定PRコーナー！

⃝掲載希望の方は本文200字、写真１枚、
　事業所情報を kcci@sqr.or.jp へ送信。
⃝掲載可否、内容はご一任願います。
　お問い合わせは ☎４２４－２１１１へ。

住 倉敷市西阿知町新田638-7
電 086-441-2063
営 9：00～19：00（最終受付18：30）

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000498024/

株式会社 PLATINUM

㈱カネマツ（学生服カネマツ）

掲｜載｜無｜料御社の“新”をお知らせ下さい

住 倉敷市昭和2-1-48
電 086-425-3322
営 10：00～18：00（土・日・祝営業・水定休）

https://kanematukura.jimdofree.com/
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　都市対抗野球本大会への出場を決めた三菱自動
車倉敷オーシャンズは10月13日（火）、倉敷商工会
議所を表敬訪問しました。
　三菱からは北尾光教所長とオーシャンズの近藤
敏雄部長、首藤章太監督、平井考治主将ら６名が
来所し、井上峰一会頭らと懇談。井上会頭は「全
国制覇を目指して頑張ってほしい」と選手を激励
し、選手らは強い一体感を武器に本大会での活躍
と勝利を誓いました。
　都市対抗野球の本大会に出場するのは16年ぶり
8度目、11月22日に東京ドームで開幕しました。

１　保険料控除や配偶者（特別）控除の控除額の検算が不要
２　控除証明書等のチェックが不要（従業員が控除証明書
　　等データを利用した場合）
３　従業員からの質問が減少
４　年末調整関係書類の保管コストの削減

１　控除額等の記入・手計算が不要
２　控除証明書等データを紛失しても再交付依頼が不要
３　データ提出なら押印が不要
４　勤務先からの問合せが減少

　保健師・助産師などの専門スタッフが常駐し、電話や来所で皆様からの
相談をお受けします。妊婦さんやママだけでなく、ご家族など子育てに関
わる全ての皆様が抱く、何気ない不安や疑問などに丁寧にお答えし、子育
てに関わる全ての人をサポートします！　どうぞ気軽にお越しください。

・身長、体重測定
・授乳量の測定
・抱き方や着替え、
　おむつ交換などの練習
・妊娠シミュレーターで妊婦体験
　などが出来ます。

ステーションでは…

※詳しくは、「国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）」でご確認ください。

勤務先のメリット

従業員のメリット

１６年ぶりの本大会１６年ぶりの本大会
― 三菱倉敷野球部が表敬訪問 ―― 三菱倉敷野球部が表敬訪問 ―

お問い合わせは
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
健康管理係
〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9820　FAX 434―9805
人と人との和を結び、子育
ての輪を結びます！

倉敷税務署だより

すくすく相談員 吉田理絵

倉敷労働基準監督署

年調ソフトを公開しています
年末調整手続の電子化とそのメリット

年末調整の電子化とは

電子化のメリット

従業員

従業員

書面提出

データ提出

これまでの年末調整では…

令和2年10月からは

手書きで作成

控除証明書等データ
利用で自動計算

給与システム等に取り込み、
自動チェック、年税額計算

検算等が必要…

勤務先
（給与担当者）

勤務先
（給与担当者）

岡山県最低賃金
必ずチェック！最低賃金 使用者も、労働者も。

妊婦・子育て相談ステーション
　　　　　　をご存知ですか？

すくすく倉敷内の相談スペース

「妊婦･子育て相談ステーション すくすく」はここ！（各保健推進室内にあります）
● 倉敷 笹沖170 倉敷市保健所1階
● 児島 児島小川町3681-3 児島支所1階
● 玉島 玉島阿賀崎1-1-1 玉島支所1階

● 水島 水島北幸町1-1 水島支所2階
● 真備 真備町箭田1141-1 真備支所1階

相談受付時間　8：30～17：15（月～金）※土日祝祭日、年末年始(12/29～１/３)休み

※令和２年度の特定最低賃金の改定はありません。
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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（10月度）

全産業合計の業況DIは、▲50.2（前月比＋6.3ポイント）
新型コロナウイルスの影響が長期化する中、 巣ごもり需

要の拡大に下支えされた飲食料品関連が堅調なほか、 東京
が追加されたGo ToトラベルやGo Toイートの政策効果に
より宿泊業 、 飲食業でも利用客の増加がみられた。また、 
オンライン会議の普及などによるデジタル投資の増加を受
け、電子部品製造業やソフトウェア関連で受注が伸びてい
るほか、 中国向けを中心に生産が回復しつつある自動車関
連でも持ち直しの動きが続く。一方、衣料品や化粧品をは
じめ、不要不急の商品を買い控えるなど、 一部では消費者
の生活防衛意識の高まりを指摘する声も聞かれており、 コ
ロナ禍からの回復に向けた動きはまだら模様の状況が続
く。
先行き見通しDIは、▲38.0（今月比＋12.2ポイント）

雇用維持や家賃負担軽減のための助成金など、政策効
果が剥落した後の経営悪化や都市部から地方への感染再
拡大への懸念が続く。一方で、年末年始を含む旅行需要
の回復やGo To 商店街などによる消費喚起への期待感も

うかがえる。また、 海外 向けの自動車関連や、 5G向けな
ど半導体 関連、中国向けの工作機械の持ち直しに期待す
る声も聞かれた 。

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10月調査結果）

業況DI は、持ち直しの動きもまだら模様
先行きは慎重な見方も、回復への期待感続く

1日 当所設立記念日（休業）
2日 新倉敷商工会館建設準備工事着手
新倉敷商工会館建設地元説明
第40回会員事業所健康診断（水島会場、10/9）
中国ブロックYEG第2回会員総会・会長会議・交流委員会（オンラｲン）

5日 青年部第3回役員会（ハｲブリッド）
6日 県連10月専務理事会議・共済進発式（ハｲブリッド）
7日 第40回会員事業所健康診断（倉敷会場、〜10/9）
8日 新倉敷商工会館建設第1回総合定例打合せ会
女性会第３回幹部会
女性会第182回役員会

13日 チームK６企画会議
三菱自動車工業㈱水島製作所野球部表敬訪問

14日 第１回５商工団体連絡会議
日本珠算連盟岡山県連合会令和２年度第1回理事会
第１回メンタルヘルス個別相談会

15日 日商第699回常議員会（ハｲブリッド）
日商青年部第291回役員会等

17日 岡山県商工会議所青年部連合会会旗伝達式（オンラｲン）
20日 青年部第２回通常総会・第１回例会（ハｲブリッド）
21日 航空宇宙産業推進協議会「空飛ぶクルマ」見学会

22日 新倉敷商工会館建設第１回技術定例打合せ会
第52回全国商工会議所女性会連合会倉敷総会前日懇親会
青年部第4回常任理事会

23日 第52回全国商工会議所女性会連合会倉敷総会（ハｲブリッド）
25日 第220回珠算能力検定・第139回暗算検定試験・第130回段位認定試験
27日 「ギフト・ショー」出展社会議
28日 第13回正副会頭・専務理事会議

第582回常議員会
会報編集会議

※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
10月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11～１月

全産業

建 設

製 造

卸 売

小 売

サービス

▲24.1

▲7.9

▲25.3

▲26.9

▲38.6

▲20.4

▲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

▲50.2

▲25.8

▲63.9

▲47.8

▲45.3

▲57.2

▲38.0

▲28.1

▲39.1

▲36.3

▲43.9

▲39.3
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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

10月号の答

1 2 3 4 A

5 C

6 7

8 B 9

10 11

12 E 13 D

シ

ン

シ

ツ

カ

ナ

マ

イ

ワ

シ

イ

ワ

サ

イ

オ

ン

シ

ン

ウ

オ

オ

サ

カ

ヒ

ダ

リ

イ

ブ

1 A 2 3 4 E

5

6 7

8 9

10 B 11

12 D 13 C

A B C D E A B C D E

ヒ ツ マ ブ シ答

タテのカギ
１　空に架かる七色アーチ
2　ルーキー
3　防寒や日差し対策で頭にかぶる
4　アルセーヌや三世が有名
7　教師も、医師も
8　西郷隆盛の出身地
9　家に伝わる宝物
11　１位のメダルの色

ヨコのカギ
１　日が沈む方角
3　サッカーで蹴る
5　天然ではなく人がつくったもの
6　目が見ている方向
8　仲間に加わる
10　ダイヤモンド、ルビー、エメラルドなど
12　ハリー・ポッターやサリーちゃんが使う
13　○○鑑、○○石、退○○

　大原美術館の名画を収集したことで知られる画家児島虎次郎が、大正最
後の年、1926年に描いた作品です。場所は、倉敷市酒津にあった彼のア
トリエ、モデルは娘の廣子です。
　彼女が着る白いワンピースは、ややローウエストでストンとしたシル
エットが1920年代パリのモードを思わせるおしゃれな品。ピンクのベル
トにはかわいい花飾りもあしらわれています。花を手にして立つ廣子の
真っ赤なほっぺからは、特別な一着を身にまとう気恥ずかしさや嬉しさが
伝わってくるようです。
　当時の画家の中には、モデルの衣装へのこだわりぶりで知られる者が少
なくありませんが、児島もそのひとりといえるでしょう。ヨーロッパ滞在
中は、パリのおしゃれなデパートや骨董店を度々訪れて服やアクセサリー
を、旅先では様々な民族衣装を買い求め、それらをモデルに身につけさせ
ています。衣装選びやそのコーディネートは児島の制作の大事な一部であ
り、児島作品の醍醐味のひとつともいえるでしょう。

児島虎次郎《白衣の少女》1926年　 114.0×87.0cm 油彩、画布
児島虎次郎　1881-1929

　持続化補助金特集の取材を進める中で、経営者に共通するあることに気づきました。
コロナ禍で大変な時だからこそ「ピンチをチャンスに」という思いです。影響の多寡
は事業所により異なりますが、今を踏ん張りコロナ禍収束時に円滑なスタートを切る
ため、出来ることをやっておこうという方が多い印象を受けました。私自身そのよう
な経営姿勢に触れたことで、一層気を引き締め事業所様の支援に努めたいという思い
が強まりました。　（大田）

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。肌からうる
おいが消える年頃です。空気の乾燥する
季節。肌には化粧水、のどには加湿機、
心にはアートでうるおいをチャージして
がんばります！

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.2

編 集 後 記

Editor,s Note

〜 一般公開なくして大原美術館ではない 〜
　大原美術館では、お客様と作品との出会い
を守るため、クラウドファンディングにてご支援
をお願いしております。（受付期間：～12月25日
23:00）https://readyfor.jp/projects/ohara
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