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　新倉敷商工会館の事務局は、職員の席を固定しない
フリーアドレスを導入します。これに合わせ、机やい
すは動線を意識しながら効率的なレイアウトとし、社
内電話はスマートフォン、インターネットはＷｉ-Fｉ
を採用。新しい時代のオフィスに挑戦し、地域や地元
企業にさらに貢献できる商工会議所を目指します。
　フリーアドレスは、コミュニケーションの活性化促
進、組織変更・人数変更への柔軟な対応が可能、自
立的な働き方の促進――などのメリットがあると言
われています。
　導入に向け昨年３月、①事務局内にある大量の文書の取
り扱い②決裁事務の流れ③備品管理の方法――などの課
題を抽出し、解決策を検討しました。
　文書の取り扱いは、事務規程に基づき全ての文書の保存
年限を具体的に決めてリスト化。事務局内に収納する文書
は、備え付けが義務付けられているものと保存年限３年以
内を原則とするなど方針を定め、文書の分類、廃棄を進め
ています。
　決裁事務は、令和元年11月に導入したグループウエア

「desknet's NEO」による電子化で対応できない文書は、
事務局中央に各決裁者用の引き出し付書類収納ケースを
設けることで解決を図ります。備品は個人で保管せず、共
用を基本とし、総務部と中小企業相談所に集約します。
　家具備品の選定、レイアウトは㈱浦辺設計（大阪市）に
依頼。中央に受付カウンターを設け、車いすの来所者にも
対応できるカウンターを付属。北側は総務部、南側は中小
企業相談所とし、職員１人あたりの面積にも配慮して机と
いすを配置しています。
　総務部は大机の共用を基本とし、中小企業相談所は大胆
に台形の机を導入。台形机は、レイアウトの自由度を高め、
人間工学的な観点からスペースを効率的に使えます。個人
情報を扱うコーナーも設けます。部長級以上と経理担当者
は、固定席とします。

　当商工会議所の歴史と伝統を継承するため、会頭室には
現商工会館第４会議室で使用している大机、革製のいす、
キャビネットなどを移設、専務理事室では現専務理事室の
机とキャビネットと同第４会議室の応接セットを使用し
ます。
　１階カフェ・レストランには、㈱テオリ（倉敷市）製の
家具を採用し、地産地消と情報発信を図ります。

「オフィスリンク」でコスト削減
　スマートフォンは、NTTドコモの「オフィスリンク」
を採用し、全職員に１台を配布。初期投資額は、固定電話
を予定していた当初見込みの３分の１以下に抑えられ、ラ
ンニングコストもほぼ同等となりました。
　災害時や非常時への対応を考慮し、固定電話も設置。ダ
イヤルインを導入して取次業務を削減し、業務の効率化を
図るとともに、職員がスマホでの受発信を原則とすること
で回線への負担を軽減します。職員間はどこにいても内線
でつながり、かけ放題プランに加入し、通信コストを削減
します。
　パソコンはノート型に統一し、フレキシブルな利用のた
めＷｉ-Fｉを基本とし、オンライン会議も想定して有線
でも使えるようにします。

フリーアドレスで新たな挑戦へ
～事務見直しとデジタル化で課題解決～



～支援策活用した業歴３年超の事業所～
集

　倉敷商工会議所は、起業に向けた準備や創業期の事業所への各種支援を行っています。前職からの
独立、事業転換、帰郷などきっかけは様々ですが、事業安定までは多くの課題に直面します。当所中
小企業相談所が関わり、コロナ禍の中で創業から３年を超えた事業所をピックアップしました。

　　（取材・文／藤井麻住、大田紘之、藤原佳和、末澤佑樹、新谷祐加）

　

　Ｓｏｕｐｃａｆｅ　Ｎｅｋｋｏ（倉敷市鶴形1丁目、森弘之
代表）は、創業３年を過ぎ、地元のリピーターを着々
と増やしています。
　有名調理師専門学校を卒業し、大阪で修業した後、
当所の起業塾にも通い、実家近くの空き店舗を借り
て同店をオープン。
　コロナ禍では感染対策として席数を減らしたり、
テイクアウトのみで営業したりして、収入が２～３
割ほど減少。現在は隣の空き店舗を改装して、集客
に努めています。
　倉敷市内の畑で父が栽培する野菜などを使用した、
スープが主菜のメニュー。健康志向の女性客が多く、
地元のリピーターが７割を占めます。「店名の“Ｎｅｋ
ｋｏ”の通り、“根っこ”のように細く長く愛されるお
店でありたい」と森代表は話します。

　BABYMAMA さいかわ整骨院（倉敷市新田、才川
浩一院長）は、開業後コロナ禍に見舞われましたが、
新規来院者が徐々に増えています。
　同院は、妊活・不妊で悩む女性や産前産後のサポー
トをしようと、平成30年４月に独立開業。柔道整復師

の才川院長と保育士である妻美和さんの２人で業務に
あたっています。
　妊産婦専門の整体院・整骨院として、専門性の高い
妊活整体やマタニティ整体、また産後整体の施術を行
うほか、赤ちゃんの託児も行っています。こうした取
り組みが効を奏し、口コミやホームページによる集客
効果も出ています。
　才川院長は「全ての女性が健康で安心して子育てでき
るような体作りのサポートと、健やかに成長できる赤ちゃ
んとお母さんのための院を目指したい」と話しています。

　設立４年目を迎えた（株）ここりまるロボ（倉敷市
吉岡、岡大輔代表）は、子ども達一人ひとりに真摯に
向き合うことでIT教育の質を高めています。
　当初は介護事業を手掛けていましたが、事業拡大の
ため、子ども達へのロボット関連の学習を行う事業を
思い立ち、方向転換しました。
　十人十色の子供たちにより親密に接し、業界精通者
の採用等で課題を克服。コロナ禍で厳しい状況が続き
ますが、口コミにより生徒数は徐々に伸びています。
　教育現場で培ったＩＴ教育のノウハウは、他の人に
譲った介護事業にも還元しています。
　岡代表は「コロナ禍で１日の受講数を絞っている分、
個別指導を深め、子供たちの興味を最大限に引き出せ

森弘之代表

才川浩一院長と妻美和さん

地元リピーター着 と々獲得
Ｓｏｕｐｃａｆｅ Ｎｅｋｋｏ

介護から“ロボット教育”へ
㈱ここりまるロボ

妊産婦に特化し新規来院者
BABYMAMA さいかわ整骨院

創業、コロナ禍でのその後特
special feature
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るよう努めたい」と話しています。

　創業５年目のOffice Tego（倉敷市平田、高田加奈
恵代表）は、お客様の声を傾聴し最良の形にすること
で顧客増加につなげています。
　27年間ＩＴ企業で多忙の日々を送るうちに、家庭
をもっと大事にしたい思いが募り一念発起。ネット
ショップ運営代行及びアドバイス業の滑り出しは順調
でしたが、経理が足かせになりました。
　会計ソフトを導入し、不明点は当所を通し解決する
ことで能率も向上。ねん出できた時間は、商談や家庭
に費やすことで公私充実の一助となっています。
　コロナ禍で営業面に不自由さはありますが、お客様
からご縁をいただき、顧客数は上向きです。
　高田代表は「フットワークの軽さを活かし、多くの
お客様から愛されるよう励みたい」と話しています。

　学生服リユースのブリーズドゥース（倉敷市中島、
古林弘美代表）は、開業から４年を経ても、個人事業
の大変さと周りの人たちの支えを実感しています。
　開業前は、会社員として開業支援の仕事に携わって
いました。出産を経験してから、”お母さん”を生かせ

る事業を知り、自ら開業に踏み切りました。
　実際に事業を行うことは、想像以上に大変でした。
そんな時に当所や周りの事業所の手助けがあり、支
えてくれる人がいることを実感。お客さんがチラシを
配ってくれたり、口コミで広がったりで、コロナ禍で
も客足は絶えません。
　古林代表は「買取後のメンテナンスを障がい者支援
施設やお年寄りにお願いするなど、もっと地域と繫が
るお店にしたい」と話しています。

　５年前に法人化したT PLUS(株)（倉敷市稲荷町、
谷口賢治社長）は、顧客との関係を大切にしながらコ
ツコツと事業を営んでいます。
　東京でコマーシャルフォトの仕事をしていた谷口社
長は、東日本大震災を機に帰郷し「倉敷フォトスタジ
オ＋」を設立。主に家族写真から七五三、ブライダル、
成人式などの記念写真を手掛け、創業当初から、依頼
者が自宅のようにリラックスできる雰囲気で撮影して
きました。今は顧客の半分以上がリピーターとなり、
売り上げも堅調に伸びています。
　昨年４月には、国道２号沿いに町を一望できるロ
ケーションを備えた「GARDEN HILLS STUDIO　
PLUS」をオープン。谷口社長は「やり方は今まで通
りのまま。これからも真摯にお客様と向き合っていき
たい」と話しています。

岡大輔代表

高田加奈恵代表

古林弘美代表

谷口賢治社長

経理合理化で商談や家庭に
Office Tego

周りの支え実感し事業拡大
ブリーズドゥース

関係大切にしてリピーター
T PLUS㈱
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「新しい生活様式」取組宣言　2100事業所突破⑩
　倉敷商工会議所は、新型コロナウイルス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。昨年９月１日から実施し取り組みが徐々に浸透して、７月25日現在で2109事業所に登録い
ただいています。
　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。

飲　食　店
　36’sCrepe（吉岡）、やよい軒
倉敷連島店（連島町連島）、スナッ
ク歌恋（水島西常盤町）、中華園倉
敷総本店（中島）、元祖備前焼肉た
んみ屋（沖新町）、月桃パーラー（亀
島）、韓国料理居酒屋あまから（水
島西常盤町）、びっくり箱（水島東
常盤町）、美容室bee（帯高）、カ
ラオケCLUB DAM Resort倉敷イ
ンター店（平田）、塗替工房（有城）、
どんどん亭倉敷加須山店（加須
山）、同倉敷北畝店（北畝）、同倉
敷中島店（中島）、カラオケ夢（中
畝）、割烹さかもと（水島東常盤
町 ）、HairStagemu（ 北 畝 ）、
ARCO（水島東弥生町）、カラオ
ケ花水木（水島東弥生町）、倉敷
cafe tito（阿知）、麺の虎次郎Ｚ（阿
知）、PU-AN企画㈱フェリヌ.de.
riz（昭和）、藤桜食堂（鶴形）、倉
敷韓国鉄板料理patch（鶴形）、倉
敷まちなみ食堂アカネイロ（阿
知）、倉敷酒場ひらまつ（稲荷町）、
武野屋別邸（阿知）、スナックれい
こ（稲荷町）、もりもと家（浜ノ茶
屋）、パン喫茶アトリエ（連島町鶴
新田）、咲屋（水江）、べんけい（笹
沖）、㈱明徳電工水島営業所（広
江）、Sweetlady（阿知）、居酒屋
一休（阿知）、ラウンジとまり木（阿
知 ）、 ス ナ ッ クZOO（ 阿 知 ）、
SPiRiTS BAR Pig Tails（阿知）、
マッシェリー（阿知）、BAR倉敷
capri（阿知）、HOPLAND（阿知）、
バー・カンザシ（阿知）、マリアー
ジュ（中島）、焼肉の里わらべ（吉
岡）、こて丸（水島東弥生町）、焼
鳥げん（水島北緑町）、Liber-リベ
ル-（水島西常磐町）、三菜味（水島

町西原）、㈲マルエイ自動車（連島
町連島）、㈱レジリエンス学習塾サ
ブスリー（中島）、（特非）くらし
き放課後児童クラブ支援センター

（中島）、モトヤユナイテッド㈱（中
島）、日本交通教育サービス㈱（中
島）、カーマッチ倉敷中島店（中島）、
㈱エミープロジェクト（中島）、就
労継続支援B型事業所いろどり（中
島）、ヒカリ治療院（中島）、（特非）
彩（中島）、㈱アイアーク・工（亀島）、
八王寺内科クリニック（八王寺）、
かねまつ小児科（沖新町）、㈱アイ
シ・フュージョン・アソシエイツ
（ 沖 新 町 ）、REP’SPersonal
TrainingGym（沖新町）、㈲オノ
キミ（西中新田）、㈱日明舎（中畝）、
たち耳鼻咽喉科（沖新町）、石村歯
科クリニック（田ノ上）、山陽新倉
敷販売㈱（白楽町）、花カラー（白
楽町）、㈲瑛美通商（神田）、（医）
祥風会山本整形外科クリニック

（林）、hairloopnico+（鶴の浦）、
佐桑書道教室（堀南）、はやし整体
院（堀南）、（公財）倉敷市シルバー
人材センター（笹沖）、㈲栄伸建
設（連島）、くらしき禅心堂はりきゅ
う整骨院（吉岡）、Yuu（吉岡）、㈱
オートブロス（東富井）、ドゥーマッ
クス（浜町）、（医）渡辺歯科医院（東
町）、ポンム・ベール（川入）、くら
しき放課後児童センター二福のび
のびクラブ（福田町古新田）、同中
島学童保育（中島）、（福）梅香会
ゆりかご保育園（福田町福田）、美
容室ラウレア（福田町古新田）、か
わはら外科整形外科クリニック

（福田町古新田）、おかもと歯科医
院（福田町古新田）、しみず歯科ク
リニック（北畝）、㈱エルデ（福田町

西常磐町）、ペンギン村（水島西常
磐町）、ほろ酔亭翔甚（水島東常磐
町）、アンダンテ（水島西常磐町）、
華留那（水島東常磐町）、小町（水
島東常磐町）、ぷち小町（水島東常
磐町）、プロローグ（福田町福田）、
愚麗子（水島西常磐町）、BrunNoir

（水島東常磐町）、カラオケ喫茶シ
ルク（水島東常磐町）、エビス水産

（中帯江）、びっくりドンキー倉敷
インター店（平田）、焼き肉ハウス
かずや（鳥羽）、モアガーデン洋菓
子店（鳥羽）

小　売　店
　Bakery麦つむぎ（中島）、ファ
ミリーマート倉敷笹沖（笹沖）、㈱
カースタジオ（福田町古新田）、㈲
守本自動車整備工場（水島明神
町）、イヨウ薬局北畝店（北畝）、同
水島店（水島南幸町）、仁科電機商
会（福田町古新田）、㈱Y.T.BGroup.
jp（二日市）、ハート薬局水島店（水
島西常盤町）、京游印倉敷店（本
町）、ハウスサポートくらしき（西
中新田）、そよかぜの麦畑（沖新
町）、コーヨープロジェクト（水江）、
GYPSY.NAIL（西阿知町）、㈱リー
マ（沖）、エムアンドアール（西中新
田 ）、Melrose（ 白 楽 町 ）、
Chapeaugraphy（本町）、クラ
フト蔵敷（本町）、サエラ（水島東寿
町）、カットスペーススカイミント

（徳芳）
共　　通

　MiLiMiLi（中畝）、㈱ユタカケミ
カル水島工場（水島海岸通）、グ
ループホーム吉岡楽々苑（吉岡）、
水島エコワークス㈱（水島川崎
通）、菱進運輸倉庫㈱（水島海岸
通）、㈲エステートタカラ（西阿知

Kurashiki 4 



古新田）、酒井歯科医院（水島北春
日町）、虹の薬局本店（水島南春日
町）、同ちどり店（水島西千鳥町）、
同倉敷店（宮前）、うらたの里給食
室（浦田）、かわて整骨院（北畝）、

（医）以心会難波医院（福田町古新
田）、㈱アドバンスエンジ（北畝）、
リアヘア（北畝）、米田歯科医院（北
畝）、㈲平成クリーン（北畝）、昭和
建設㈱（北畝）、ニッパツ水島㈱（水
島海岸通）、水島機工㈱（西通）、
学習塾桃李園（福田町古新田）、㈱
フォーシーズン（笹沖）、リフレッ
シュガーデン（笹沖）、昌弘木材㈱

（西田）、㈱倉敷構造設計室（船倉
町）、共生型サービストミーズハウ
ス（西田）、ホームメイトFC倉敷東
店（平田）、㈲寿代行（平田）、㈲倉
敷メディケート（羽島）、ヘアーク
リニックアルチザン（羽島）、ラ・
コアフュール・アルチザン（粒浦）、
アロマルーム・フーチェ（羽島）、
㈱START（西田）、とよす歯科（西
田）、㈱ワールドメンテナンスコー
ポレーション中帯江工場（中帯
江）、㈱慶（早高）、結クラフト（加
須山）、㈲善（加須山）、インテリア
雑貨アンティークbobbin（阿知）、
ザヘアーアクス（連島町鶴新田）、
㈱三富建設（有城）、ひらた歯科ク
リニック（新田）、㈲アウスホーム

（粒浦）、よし歯科医院（粒浦）、特
別養護老人ホーム浮洲園（粒江）、
槙野接骨院（黒崎）、山陽精麦㈱（藤
戸町藤戸）、びようしつTHINK（水
島西寿町）、ヘアーサロンタケナミ

（水島相生町）、㈱ハート＆ドリー
ム（神田）、池元商事㈱（神田）、多
機能型事務所irodori（水島東栄

内）、（医）なかもと耳鼻咽喉科ク
リニック（水江）、公文式水江教室

（水江）、保険のアイビー㈱（西中新
田）、倉測建設コンサルタント㈱（新
田 ）、 新 田 工 業 ㈱（ 黒 石 ）、
kamekameフォトスタジオワーク
ショップ（吉岡）、リラクゼーショ
ンスペースResetTime（吉岡）、
中 田 電 工 ㈱（ 笹 沖 ）、
THEBARBERJUST（笹沖）、㈱
三永（平田）、まつやま内科クリニッ
ク（平田）、幸工業㈱（松江）、㈱
SANSUI-D（水島高砂町）、サニー
ネットテクノロジィ㈲（水島北春日
町）、㈲小松原肥料（連島）、ヘアー
サロンワタナベ（連島町西之浦）、
㈲連島渡辺工務店（連島町矢柄）、
㈲ルクス（連島町西之浦）、毛美刈

（阿知）、浜吉ままかり亭（本町）、
倉敷フォトスタジオ+（稲荷町）、
KISS&HUG（本町）、グンゼスポー
ツ㈱アイビースクエア店（本町）、
mokki（幸町）、グループホーム
亀山・デイサービス亀山（亀山）、
フォトスタジオスロータイム（中帯
江）、学研西坂台教室（西坂）、ヤ
マサキ塗装（早高）

令和2年9月30日時点：　259事業所
　　　10月20日時点：　543事業所
　　　11月30日時点：　683事業所
令和3年2月10日時点：　825事業所

　　　3月31日時点：　994事業所
　　　4月20日時点：1055事業所
　　　6月15日時点：1325事業所

7月　8日時点：1595事業所
7月16日時点：1857事業所
7月25日時点：2109事業所

町）、山田達志税理士事務所（中
畝）、美容室ケイズ・プラス（福田
町古新田）、㈱宮仲工業（南畝）、㈱
金光組（南畝）、きびコンサルタン
ト（昭和）、三上歯科医院（鶴形）、
コワーキングスペース斎館（本
町）、旭交通㈱（新田）、ZIP（沖新
町）、㈱フルカワ商事（四十瀬）、㈲
ブロードバンドコミュニケーショ
ン ズ（ 中 島 ）、MA-JI BEAUTY 
SALON（福井）、ヘアーサロンタ
カ セ（ 広 江 ）、 わ た な べ 接 骨 院
+LABO（川入）、RuReFu@hair

（川入）、大地測量㈱（幸町）、倉敷
ベース（宮前）、守安外科胃腸科整
形外科クリニック（宮前）、（弁）田
原法律事務所（川西町）、運船不動
産㈲（老松町）、（医）至誠会赤松
病院（老松町）、どうみょう医院（老
松町）、Ldesign恒松建築㈱（老松
町）、andFINE倉敷エスパーク（白
楽町）、ceno.Hair（川西町）、（特
非）くらしき発育発達研究所さい
ころ（白楽町）、美容室M&R（連島
町連島）、㈲三勝工業所（松江）、
アルファ電工㈲（神田）、㈲水島中
央水産（水島川崎通）、カスミ建設
㈲（連島町西之浦）、BabyAngel

（中島）、CoRte.grass店（西坂）、
同leaf店（新田）、同premio店（西
阿知町）、㈱島商（中島）、㈲宮原正
眞商店（中島）、ジェックスケアカ
レッジ（西富井）、㈱オージェック
ス（西富井）、㈱クリップ（西富井）、
㈱A-COMPANY（西富井）、ヤマ
ト緑地建設㈱（西富井）、福祉タク
シースマイル（沖）、このは接骨院

（中島）、㈲向井工業（大内）、藤井
㈱（西中新田）、相互設備工業㈱（大
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尾道店
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パステルアート体験で癒され幸せ気分に
令和２年３月に創業したパステ

ルアート教室です。パステルアート
は、発色のいいパステルを削って粉
にし、15cmの正方形の画用紙に指
で伸ばして描くアートです。誰でも
簡単に美しい絵を描くことができる
のが特徴です。

パステルは定着力が弱いため、練
り消しゴムで消すことができ、何度で
もやり直せます。上手い下手関係な
く、お子さまからご高齢の方まで、そ
のまま飾れる可愛い絵が描けます。
当教室では、体験教室から季節

のアート講座、準インストラクター

養成講座等、受講者に合った講座
をご用意しています。
必要な画材は全てご用意してい

ますので、お気軽にお越しくださ
い。癒し効果があり、幸せな気分に
なれるパステルアートをぜひ体験し
てみてください。

●

●

●

●
428

428

275

倉敷市連島保育園

遍照連島
小規模保育園

井上胃腸科外科医院

倉敷市立
連島中学校

大梵南
交差点

エスブライト
株式会社

●

●

●

●中島保育園 中島歩道橋
交差点

パステルアート教室
horn

429

ファミリーマート
倉敷中島南店

ウエルシア倉敷中島店

スーパードラッグ
ひまわり中島店

〒710-0803　倉敷市中島645-18
ＴＥＬ　086-466-2872
営業時間／13：30～18：00
　　　　　（木曜日と日曜日は9：30～18：00）
定 休 日／不定休
https://www.instagram.com/akiko.ushiro/

代表取締役　宮田　泰明

代　表　右城　晶子

エスブライト株式会社

パステルアート教室horn

はじめまして vol.
❶❾●０

“薄く光るパネル”試作から量産まで対応
　導光板の良さをもっと多くの方
に知ってもらおうと、令和元年６月
に設立し、ネットショップで購入で
きる「導光板専門店グッドアーム」
を運営しています。
　導光板は、側面から入れたLED
の光を拡散させ、表面に均一の光

を出す“薄く光るパネル”で、案内板
やトレース台に使われます。原理か
ら必要部材等の説明を入れ、初め
て見た方でも理解しやすくしていま
す。ブログや当社のインスタグラム
でも導光板の魅力を発信しており、
様々な使用用途例の写真をアップ

しています。
　導光板は、大きなもので最大
2450ｍｍ×1200ｍｍまで製作可能
です。もちろん小さいサイズの物も
得意としており、試作から量産まで
スムーズに対応可能ですので、お
気軽にご相談ください。

〒712-8014　倉敷市連島中央5丁目7-10 武智ビル1
ＴＥＬ　086-436-7339
営業時間／9：00～17：30
定 休 日／不定期
https://www.good-arm.com/



　外国人雇用者を中心に日本語教育を行い、創業９
年目を迎えました。
　前身事業から含め、約45年のノウハウがあります。
EPAで入国し、看護師・介護候補者の資格取得を目
指す外国人向けに「実践できる日本語」を軸とした
教育を行っています。
　資格試験は日本語表記で行われ、日本語と専門知
識の両立の学習が求められます。当社は一人ひとり

に合った指導を丁寧に行うことで、国家試験合格率
は毎年80％以上を維持しています。
　授業は対面のほか、コロナ禍以前よりオンライン
にも注力しています。弊社で教育を受けた生徒は
離職率も低いと、企業様からも好評をいただいて
います。
　外国人日本語教育やコミュニケーションにお困り
の方は、気兼ねなくお問い合わせください。
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Vol.207ナイススマイル

Nice Smile

　11月１日にグランドオープンした新時代の書道
教室です。
　当書道教室は、古くから伝わる伝統を大切にし
つつ、自ら新しいものを生み出す力を養い、基礎
と応用を満遍なく取り入れたバランスの良い授業
内容となっています。コロナ禍には安心の少人数
制で、子供から大人まで幅広いクラスをご用意し
ています。

　また、オンラインでもBIKOプロデュースの書道
用品を販売していますので、ぜひご覧ください。
　新しい教室は、コロナ対策をしっかりと行い、
設備にもこだわったストレスフリーな教室です。
教室にお越しいただくことが難しい方には、オン
ラインでの通信書道教室も行っており、ご希望の
方には体験レッスン等もしていますので、お気軽
にお問い合わせください。

美煌書道教室
〒710-0015
倉敷市中庄団地1４-２-２

TEL 090-7135-3066
営業時間　11：00～19：00

定　休　日　日曜日

メ　ー　ル

自社HP

ことばの研究社
〒710-0011
倉敷市徳芳8４1

TEL 086-486-1742
営業時間　9：00～17：30

定　休　日　土曜日、日曜日

メ　ー　ル

自社HP

https://www.yamada-
biko.com/

https://kotoba-ken.
jp/

bigei@yamada-biko.
com

kotoba_ken@yahoo.
co.jp
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倉敷商工会議所くらしきTMO　☎424−2111㈹

写真をまちづくりに生かす「倉敷フォトミュラル」が、
２年ぶりに倉敷駅前アーケードと天満屋倉敷店の２会
場で開催されました。

平成16年にスタート
した「倉敷フォトミュ
ラル」は、今年で通算
17年目となります。「美
しい」と「猫」の初め
ての２部門で公募し、

「美しい」部門には141
名から584点、「猫」部
門には143名から481点
の応募があり、令和元
年と比べ29名、92点増
加しました。

写真評論家の飯沢耕

太郎氏による作品選出が９月２日（木）に行われ、全
応募作品の中から選ばれた65作品のうち55作品が大型
布にプリントされ、10月26日（火）から11月14日（日）
まで駅前アーケードに吊るされました＝写真左＝。残り
の10作品は、10月28日（木）から11月12日（金）まで
天満屋倉敷店で開催された「ねこらいふ展」で展示さ
れました＝写真上＝。

また、飯沢氏による作品講評会は11月３日（水）、初
めてハイブリッド形式で開催し、51名（うちオンライ
ン12名）が参加しました。

来年のテーマは「ときめき」と「ねこらいふ」です。

倉敷フォトミュラル倉敷フォトミュラル
初の２部門で応募92点増加初の２部門で応募92点増加
～作品講評会はオンラインでも～～作品講評会はオンラインでも～

←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
　　　　　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�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

倉敷まちづくり株式会社

倉敷市倉敷物語館

 

貸室料金：900円/1h 

冷暖房費：100円/1h 

貸室料金：900円/1h 

ピアノ利用料：2,000円 

冷暖房費：100円/1h 

貸室料金：780円/1h 

冷暖房費：100円/1h 

 

多目的ホール 
おもむきある蔵の空間 

展示会・楽器練習等で 
ご利用いただけます 

和 室 

中庭が一望できる 
和の空間 

箱イス・座イスも 

ご用意できます 

明るい室内に広がる 
木のぬくもり 

会議室 

会議等でご利用ください 

利用状況は 

HPをチェック 

http://kcm.jp.net 

倉敷物語館 貸室 の を 

ご利用ください 



入会員新
事業所名 業　　　　種 所　在　地

腹ＰＥＣＯ　ＣＨＩＫＩＮ 小売業（飲食店）、
からあげ持ち帰り 白楽町７８－１０

㈱未来久琉 訪問介護 白楽町７８－１０

Ｃａｆｅ Ｂａｒ 紬 飲食店（カフェ） 阿知２－５－１０
ホワイトプラザ１０１号室

㈱ＭＳＡ 自動車販売、整備 二日市２９６－２

（福）みゆき会
特別養護老人ホームみゆき園 介護事業 幸町８－２７

山田産業㈱倉敷営業所 ミシン販売、修理 老松町５－３－５３

夕希工業 建設業 中畝７－９－２０
ひまわりＢ１０１

太洋開発㈱
サントピア岡山総社 ホテル業、レジャー 総社市秦1215

㈲マリア 飲食店（イタリア料理） 松島1104－1

事業所名 業　　　　種 所　在　地

ｋａｚｕネイル ネイル、ホワイトニング、
フェイシャルエステ

白楽町356－2
ベイブランシェ102

㈱鏡月 エステ、まつ毛エクステ 吉岡214－3

おうちサロンｍｉｍｏｚａ サロン等経営
（よもぎ蒸し、足もみ他） 青江908－2

ｈａｉｒ＆ｓｐａ ｎｉ－ｍａ 理容業 中庄1908－11

ミスギ工業㈱ 耐火工事等 北畝2－1－25

㈱ＧＲＬ 空調設備、住宅設備
（卸売、小売業）他 真備町有井59－12

賄や 飲食業（鉄板料理、
韓国料理、創作料理） 阿知2－4－20

ネイルサロン ラブリア ネイルサロン 神田４－４－３３－３

ｅａｒｔｈ リユース業（中古
プリンタの売買） 粒江320－3

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
公認会計士・税理士

三 宅 孝 治
鳥 　 越 　 俊 　 佑
平 　 松 　 和 　 美
生 田 雄 一

　

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。 （以上、中国税理士会 倉敷支部会員、日本公認会計士協会 中国会所属）
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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
　　　　　　（随時・要予約）倉敷

1 水

2 木

3 金 法律相談（倉敷）
4 土

5 日

6 月

7 火

8 水 第28回正副会頭・専務理事会議
第23回青年部・女性会会長との意見交換会

9 木 知的財産相談
 新倉敷商工会館建設第12回総合定例打合せ会

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火 第224回珠算能力検定・第143回暗算検定・第134回段位認定試験受付開始（〜12/23）
会計・財務・税務の基礎力強化セミナー（法人向け）

15 水 令和３年分青色申告決算説明会

16 木 会計・財務・税務の基礎力強化セミナー（法人向け）
令和３年分青色申告決算説明会

17 金

18 土

19 日

20 月

21 火 会計・財務・税務の基礎力強化セミナー（個人向け）
22 水 法律相談（水島）
23 木 会計・財務・税務の基礎力強化セミナー（個人向け）
24 金

25 土

26 日

27 月

28 火 令和３年仕事納め
29 水

30 木

31 金

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。
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Young Enterpreneurs Group

青年部

　昨年度より倉敷商工会議所青年部に入会しています、
倉敷アブレイズと申します。
　倉敷アブレイズは、県内唯一の実業団女子バレーボー
ルチームでVリーグ（プロリーグ）参入を目指してい
ます。
　活動実績としては、県大会を勝ち抜き、中国・四国

大会、全国大会に出場しています。
　さらに、バレーボールだけではなく、倉敷地域のイ
ベントにも参加をさせていただきながら、倉敷市を盛
り上げる働きを地域の方々と共に活動しています。
　今後とも地域と共に活動し、Vリーグに参戦するプ
ロチームを目指して精進してまいります。温かいご声
援よろしくお願い致します。

会員のご紹介　

主な大会成績
⃝全国6人制リーグ総合男女優勝大会中国・四国ブ

ロック予選 2連覇
⃝全国クラブカップ予選会 2連覇
⃝全国6人制リーグ総合男女優勝大会 決勝リーグ 2

大会連続出場
⃝第15回天皇杯皇后杯中国ブロックラウンド大会出場

主な地域活動実績
⃝倉敷三斎市・水島栄駅 臨鉄ガーデン
⃝倉敷市清掃活動
⃝亀島山地下工場清掃活動
⃝倉敷アリオでのスポーツイベント
⃝スポンサー企業様のイベントへの参加
⃝地域小学校との連携
⃝幅広い世代へのバレーボール教室

　令和３年10月16日（土）、倉敷アイビースクエアの中
庭で会員や商店街の方を中心に「秋まつり寿し」の予
約販売を行いました。
　当日は過ごしやすい気候の中、今回の為に特別に作っ
た「秋まつり寿し」をはじめ、「栗まん」「パウンドケー
キセット」「焼きまんじゅう詰め合わせ」「みずりん最
中」も併せて販売。「すごく豪華でとても美味しかっ
た」「大変なことも多いけど、皆さんに会えると元気が
出る」など、
高 い 評 価を
いただくとと
も に、 会 員
同 士 や 商 店
街 の 方 とも
交 流を 深 め
ること が で
きました。

　また、一部観光客やホテルに宿泊の方からも「是非
購入したい」とお声をいただき、少量ながら当日販売
を行い、予想以上の盛況ぶりでした。
　徐々にではありますが、感染症が落ち着き始め、経
済活動再開に向けた波を感じています。当会としては、
感染症対策と経済活性化を両立すべく、皆で知恵を出
し合いながら引き続き活動していく所存です。

秋まつり寿し販売

Kurashiki CCI Business Women's Club

商品を販売している様子

豪華な秋まつり寿し

アブレイズ紹介
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建設協力金募集中

新倉敷商工会館　完成予想図

会員は１口１万円　役員・議員は１口 10 万円から

第2 期募集期間　令和3年 4月１日～令和３年12月31日まで　

お問い合わせ先　倉敷商工会議所   総務部 TEL：086-424-2111

　倉敷商工会議所は10月28日（木）、東京海上日動火
災保険㈱と連携した初の事業継続計画（ＢＣＰ）セミ
ナーを倉敷商工会館会議室で開催しました。今後、計
画策定を希望する事業者への支援も行います。
　当所は昨年からオンライン中心で各種説明会を開催
してきましたが、まん延防止等重点措置の解除に伴
い、当所中小企業相談所としては今年初めて、オンラ
インを併用したハイブリッド形式で開催。
　同セミナーには、「平成30年７月豪雨」の倉敷商工
会議所復興グループ参加企業など19事業所から29名が
参加しました。
　講師に東京海上ディーアール㈱主席研究員の向井有
我氏らを迎え、ＢＣＰ策定の重要性や中小企業強靭化

法に基づく事業継続力強化計画について説明がありま
した。

東京海上と連携　初のＢＣＰセミナーに29名

今年初のハイブリッド形式で開催

共済未加入でも
まだ間に合う！
新規加入手続きと同時に
申し込み可能です。

　新倉敷商工会館最上階でお渡しする
予定です。新しくなった会館内もご覧い
ただけますので、ぜひお申し込みくだ
さい。

　倉敷商工会議所の特定退職金共済または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４年
２月10日（木）に「鉄板天生田のステーキ弁当」をお持ち帰りいただくことが決まりました。
　プレミアムランチはホテルのランチバイキング、老舗旅館のお弁当に続き３回目。「とてもよかった」「来年もぜひ申
し込みたい」などと好評で、今回は60事業所120名分をプレゼントいたします。
　お申し込みは12月10日（金）までに倉敷商工会議所ホームページから。

共済加入者謝恩事業
プレミアムランチ弁当プレゼント！

鉄板天生田のステーキ
弁当

鉄板天生田のステーキ
弁当



⃝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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賃金の減額を伴う成果主義賃金制度
　労働生産性を高めるため、組織や個人の実

績に見合った賃金を社員に与えることで、積極

的に職務に取り組む社員の活力を引き出すこと

を目的とした賃金制度（成果主義賃金制度）を

導入して、制度として個別の同意なしに賃金を

減額したいというニーズがあります。

　会社が就業規則に基づき一方的に社員の賃

金を減額する場合には、その旨を定めた規定（賃

金減額規定）に加えて、①就業規則上、賃金

減額の要件・効果が明確であること、②その要

件、効果の内容そのものが合理的であること、

③減額決定の過程・手続きが合理的であること

が必要となります。

　以下、賃金の減額を伴う成果主義賃金制度

の就業規則の例です。

　第〇条（賃金の更改）

１　賃金の更改は、原則として、毎年〇月に前

年度の目標達成率等の営業成績、及び営業成

績の向上のための取り組み、〇〇等を踏まえた

人事評価に基づいて実施する。具体的には、下

記基準により行う。なお、人事評価にあたっては、

上長の評価は社員に告知され、社員はこれに対

する意見を述べることができ、社員の自己評価

は人事部に共有されるものとする。

記

Ａ評価	 プラス〇～〇％

Ｂ評価	 プラス〇％～〇％

Ｃ評価	 ０％

Ｄ評価　マイナス〇％～〇％

２　前項の賃金額の更改は、原則として会社と

の協議に基づき合意により行うが、最終的には

協議を踏まえ会社が決定する。

３　前項の決定に不服がある場合は、〇〇に協

議を申し入れることができ、会社は、当該協議

の内容を踏まえ、最終的に賃金額の更改を行う。

（以下略）

べ

Vol. 212

●

●

●

倉商東交差点

岡山県立倉敷
商業高等学校

ニシナフード
バスケット
市役所北店

倉敷市役所

倉
敷
中
央
通
り

倉商西
交差点

nina sand

市役所北
交差点

2421-7727

　旬の食材とクリームを挟んだサンドイッチ
（300円～）を提供しています。キャラメルナッ
ツのクリームは大変好評で、ザクザクとした
食感が特徴です。この季節は旬の栗の渋皮煮
と組み合わせます。食材としては紫芋や柿も
旬です。
　昨今サンドイッチの見栄えがする断面が人気
なこともあり、女性が手土産に持ち帰られるこ
とが多いです。また、誕生日ケーキの代わりに
したいという方には、エディブル・フラワーの
装飾をしています。ご要望は気軽にお問い合わ
せください。
　昨年８月にオープンしました。料理教室の先
生を経て、食材に関心を持ち野菜ソムリエに。
フルーツは県内外から取り寄せ、糖度の高いも
のを厳選しているので、その日の仕入れ状況に
よりメニューを変更する場合があります。
　２階にドライフラワーで彩ったイートインス
ペース（20席）があります。サンドイッチは
もちろん、フルーツジュースなど各種ドリンク

（250円～）が楽しめます。電子マネー対応。

野菜ソムリエが厳選！
季節の旬を味わう贅沢

フルーツｍｉｘサンドフルーツｍｉｘサンド

紅マドンナサンド紅マドンナサンド

野菜ソムリエの島津仁奈代表野菜ソムリエの島津仁奈代表

　キウイのフルーツサンドをいただきました。キウイ
とはちみつレモンのクリームがよく合い、甘さと酸
味が絶妙でした。見た目もかわいい。代表は食材
の滋養について詳しいので、店頭で気軽に尋ねて
みるとよいかもしれません。　　　　　　　（新谷）

〒710-0824
倉敷市白楽町384-7
営業時間/11:00～15:00
　　　　（売り切れ次第終了）
定	休	日/不定期（インスタグラムに掲載）
Ｉｎｓｔａｇｒａｍ/
https://www.instagram.com/_nina_sand_/



 Kurashiki 13

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。

掲｜載｜無｜料御社の“新”をお知らせ下さい

体感する
ショールームに変身

水島ガスショールーム「れすぱ」は、
オープンから10年を迎えた今年6月に
リニューアルいたしました。

展示スペース見直しによるガス機
器・リフォーム商材の充実や、今話題
のガス衣類乾燥機の体感コーナーなど

「見て・触って」体感できるショールー
ムとして生まれ変わりました。

今後も地域の皆さまに愛される店舗
作りを目指し、スタッフ一同お客さま
のご来店を心よりお待ちしています。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよ
うお願い申し上げます。

ノンアル充実して
営業再開

住 倉敷市阿知1-7-2�西ビル2階
電 086-434-2875
営 17：00～24：00（L.O.�23:30）

https://r.gnavi.co.jp/9kxd68k80000/

株式会社人（龍馬倉敷店）

倉敷駅前に創業して14年目、串揚げ
-海鮮酒場 龍馬です。コロナ禍でアル
コール提供が出来ない中で、ノンアル
コール飲料を充実させて営業を再開し
ました。手作りのクラフトコーラ、ク
ラフトジンジャーエールを開発、さ
らにそれらを利用したノンアルコー
ルコークハイ、ノンアルコールジン
ジャーハイ、ノンアルシャンディガフ
などのラインナップを派生させ、アル
コールを飲めない方にも親しみやすい
居酒屋としてリスタートしています。
ぜひお越しください。

初心者でも弥生会計22講座
ワード、エクセルなど、業務効

率化に役立つ講座を実施していま
す。日本商工会議所のPC検定、簿
記検定対策講座など資格取得に向
けた講座も充実、パソコンに関す
る学習に幅広く対応しています。

12月6日にリニューアルされる弥
生会計22講座は、会計業務から決
算・申告まで対応し、日々の会計
業務が驚くほど楽にできます。簿
記の知識がなくても気軽に学べる

「ゼロコース」も用意しています。
無料説明会も実施中！お気軽に

お問い合せください。

住 倉敷市白楽町249-5�倉敷商工会館3階
電 086-441-1313
営 月木土�10：00～18：00
　火水金�10：00～20：30

https://www.pcci-school.com/school/detail.html?school=15

倉敷商工会議所パソコン教室

住 倉敷市連島中央1-12-19
電 086-440-6277
営 10：00～17：00

https://www.mizushima-gas.co.jp/

水島ガスショールーム「れすぱ」

気軽に使える2会場を用意
コミュニケーションの場として

気軽に利用できる「ふれあいホー
ル」（定員約50人）と「ふれあいルー
ム」（定員約10人）を用意してい
ます。料金は使用時間に関係なく
各部屋１回1,000円で、専用駐車

場も完備。企業セミナーや会議、
ヨガ教室、着物着付け教室、子供
向け学習教室など、人々とつなが
る場として様々な用途で利用でき
ます。

ご利用についての詳細やご案内
は、「倉敷商工会議所会報誌を見
ました」の一言と共にご連絡くだ
さい。

住 倉敷市中島１４１１
電 086-466-2121
営 10：00～18：30

https://okayamatoyota.com/omisenokoto/shop/kurashiki_Ukurashiki

岡山トヨタ自動車㈱倉敷店
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倉敷税務署だより

倉敷労働基準監督署

倉敷市保健所健康づくり課
〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9820　FAX 434―9805

禁煙しようかなと思ったら禁煙しようかなと思ったら
　たばこはがん、脳卒中、虚血性心疾患、慢性閉塞
性肺疾患（COPD）などさまざまな病気の原因とな
ります。
　仕事の場面でも、たばこの
においでお客様を不快にする
おそれも…。
　やめられない喫煙はニコチン依存症
という病気です。だから自分の意思で
禁煙するのはとても難しいのです。
　たばこが値上がりした今、そろそろ禁煙しようか
なと考えられている方には比較的楽に、より確実に
禁煙できる禁煙外来の利用をお勧めします。

お近くの禁煙外来へぜひお問い合わせください。

目指すゴールは、過労死ゼロ！
11月は過重労働解消キャンペーン月間です
　労働時間は近年減少傾向にあるものの、岡山県は全
国平均に比べ長く、一部の企業では、依然として過重労
働の実態が認められます。また、過労死等に係る労災認
定件数も引き続き高水準で推移しています。
　このような状況の中、令和２年４月１日から時間外労
働の上限規制が中小企業にも適用され、過重労働解消
に向けた気運の醸成を行う必要があります。
　このため厚生労働省では、「過重労働解消キャンペー
ン」を１１月に実施し、過重労働解消に向けた取組を推
進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、重
点監督の実施、リーフレットの配布などによる周知・啓
発等の取組を集中的に実施します。

保険適用の要件や医療機関情報はこちら→

「禁煙治療ってどんなもの？」
（e-ヘルスネット（厚生労働省））

健康保険等を適用した
禁煙治療費は、
１万３千円～２万円程度。

タバコ代にして
約1～2か月分！

お問い合せは、倉敷労働基準監督署
TEL. 086－422－8177まで

※詳細はこちら

倉敷市保健所は、市民の
健康づくりを応援します。

ニコチンが切れると
イライラ



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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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３年10月調査結果）
業況DIは、改善も、依然として厳しさ続く
先行きは、回復への期待感広がるもコスト増に懸念

※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
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

▲50.2

▲25.8

▲63.9

▲47.8

▲45.3

▲57.2

▲25.0

▲18.9

▲15.0

▲23.9

▲31.6

▲33.5

▲26.7

▲19.8

▲14.6

▲25.8

▲41.8

▲30.6

▲24.1

▲18.2

▲9.7

▲28.3

▲37.6

▲28.9

▲29.4

▲20.9

▲12.5

▲30.7

▲44.4

▲37.9

▲33.2

▲18.7

▲18.1

▲35.0

▲48.0

▲43.8

▲28.9

▲22.1

▲14.7

▲32.1

▲42.2

▲34.8

▲21.6

▲18.4

▲16.0

▲24.4

▲30.2

▲20.9

2021年2020年

　緊急事態宣言等の解除を受けて、時短要請や行動制限が
緩和され、外食・観光関連のサービス業では利用客の増加
がみられた。製造業、卸売業では飲食料品や電子部品関連
が堅調に推移する一方、半導体不足や東南アジアでの感染
拡大を背景とした部品の供給制約による、生産活動への影
響が継続している。また、鉄鋼などの原材料費や、原油価
格を含む資源価格の上昇、最低賃金引上げに伴う人件費の
負担増加など、幅広い業種でコスト増加が足かせとなって
おり、中小企業の業況改善に向けた動きは厳しさが続く。

　活動制限緩和に伴う日常生活回復による、国内の観光需
要回復、年末年始の個人消費拡大への期待感が広がってい
る。一方で、半導体不足や部品供給制約による業績への影

響、資源価格の高騰、円安の進行、原材料費上昇分の価格
転嫁の遅れによる収益圧迫などへの懸念から、中小企業に
おいては、先行きへの慎重な見方が続く。

 全産業合計の業況DIは、▲28.9（前月比+4.3ポイント）

 先行き見通しDIは、▲21.6（今月比+7.3ポイント）

業務日誌（10月度）
1日 第41回会員事業所健康診断（水島会場）
5日 （一社）岡山県商工会議所連合会10月運営委員会（オンライン）
6日 第41回会員事業所健康診断（倉敷会場・〜10/８）
7日 青年部第７回役員会（ハイブリッド）
9日 日本商工会議所青年部第40回東北ブロック大会宮城しおがま大会

11日 倉敷フォトミュラル予告布設置作業
13日 高梁川流域「倉敷三斎市」挨拶訪問
14日 新倉敷商工会館建設第10回総合定例打合せ会

日本珠算連盟岡山県連合会令和３年度第１回理事会
15日 第３回貿易委員会
16日 女性会秋まつり寿し販売
19日 第２回メンタルヘルス個別相談会
20日 令和３年度税制改正説明会
21日 日本商工会議所第709回常議員会（ハイブリッド）

女性会第７回幹部会
女性会第188回役員会
青年部第７回例会（玉島・児島・倉敷３商工会議所青年部合同例会・オンライン）

22日 令和３年度商工会議所検定担当者会議（オンライン）
第53回全国商工会議所女性会連合会オンライン総会
青年部第８回常任理事会

23日 岡山県商工会議所青年部連合会親睦ゴルフ大会
24日 第223回珠算能力検定試験・第142回暗算検定試験・第133回段位認定試験

倉敷珠算振興会臨時総会
25日 倉敷フォトミュラル作品設置作業

27日 第26回正副会頭・専務理事会議
第591回常議員会（ハイブリッド）
第１回メンタルヘルス出張講座（ハイブリッド）

28日 日本商工会議所青年部第301回役員会（ハイブリッド）
事業継続計画（BCP）セミナー（ハイブリッド）
新倉敷商工会館建設第15回技術定例打合せ会
会報編集会議

29日 第７回小規模事業者経営改善資金貸付審査会
30日 オンラインくらしき起業塾（１日目）

日本商工会議所青年部第39回近畿ブロック大会丹の国あやべ大会（ハイブリッド）

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

https://www.dnt-e.com/
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　白い狐、三本足のカラス、手招きする猫。私たちは、動物の姿をした特
別な何かに、手を合わせたり、祈ったりすることが少なくありません。信
楽焼の狸や、財布の中の小さな蛙まで含めれば、むしろ、年がら年中動物
にお願いし通しなのかもしれませんね…。
　古代エジプトの人々も、私たちと同じように、様々な動物に祈りを捧げ
ていました。牛、ライオン、サル、カバ、コブラ、ハリネズミ――。動物
たちの恐るべき能力や習性はエジプトの人々の心を捉え、次第に神々の特
別な力と結びつけて考えられるようになっていったのです。
　猫もそんな動物のひとつです。猫は愛すべきペットであると同時に、愛、
陶酔、家内安全などを司るバステト女神の顕現とされる神聖な動物でもあ
りました。人々は、バステト女神に猫の小像やミイラを奉納して祈りを捧
げ、飼い猫が死ぬとその亡骸をミイラにして棺に納め、手厚く葬ったので
した。この美しく小さな青銅の猫にも、そんなエジプトの人々の祈りが込
められています。

エジプト《猫像》末期王朝時代（紀元前664-紀元前335/34年頃）16.7×5.5×11.0cm　ブロンズ

　会報に掲載している「倉敷市新型コロナウイルス対策取組宣言」、その普及促進を
図る「促進事業費補助金」の書類受付が終了しました。当所管内では、11月１日（月）
時点で1,261件の補助金申請があり、総務部職員を中心に処理業務にあたっています。
取組宣言事業は約１年前に開始しましたが、この会報も内容を刷新して１年。ようや
く新しいやり方にも慣れてきました。ただ、慣れてきたころに緩みが出るので、補助
金の処理業務と同様に文章のチェックを欠かさないようにしていきます。　（末澤）

公益財団法人

大原美術館
学芸課長

𠮷川 あゆみ

　訳あってネコを飼い始めて1年。愛猫

の動きに、「栖
せいほう

鳳のネコだ！」「光琳の
トラ！」と名画の中のネコ（科）の姿を
見出し、「ネコってそういうものなのね
…」と学ぶことしばしばです。

知られざるOHARA Vol.14 
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Editor,s Note
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　キャプションには「市制３周年記念大売出し（第一回歳の市大売出し）昭和六年二月七日二月
十六日　十日間　戒町景品場」と書かれています。写真には「洋楽器・製作・修理」と書かれ
た六ツ森琴三味線店の看板があり、現在の倉敷えびす通り商店街で撮られたことが分かります。
　「市制３周年記念大売出し」は、当所と倉敷商工組合連合会の主催で、購入金額１円（現在
の価値で約900円）ごとに景品券１枚を進呈。はずれクジは無く、一等賞の玄米や化粧セット
のほか、副賞として出雲大社への参拝が用意されていました。

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/

　感染対策の為、入館人数を制限し、
マスクの着用、消毒、連絡先の記入をお
願いしております。
　また開館時間が変更になる可能性がござ
います。ホームページ等でご確認ください。



（042）765 8724



三菱自動車工業株式会社水島製作所
〒712-8501　岡山県倉敷市水島海岸通一丁目１番地
TEL.086-444-4114　FAX.086-444-4469


