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　新倉敷商工会館の本体建設工事がほぼ完了し、「外輪を
備えた帆船」をイメージして設計された美しい外観が姿を
現しました。日立製としては中四国初の非接触型スイッチ
のエレベーターを備え、１階や事務局、会議室前にデジタ
ルサイネージを設置。令和４年１月中旬の稼働に向け、急
ピッチで準備が進んでいます。
　令和２年11月の着工以来、順調に工事が進み、今年11月
10日（水）から足場の解体工事が始まり、仮囲い撤去も含
め同29日（月）に完了。
　同11月25日（木）から２階事務局への鉄骨製外階段の据
え付けが始まり、同12月３日（金）までに２階の高さにか
さ上げした架台に受水槽を設置するなど、災害対応の工事
も行われました。
　その後も引き続き内装工事や設備工事が行われ、１階ピ
ロティ天井には杉板が張られました。
　エレベーターは約７年ぶりにリニューアルされたばか
りで、2021年度グッドデザイン賞を受賞した日立製。
　かご内の内装は、世界的に著名なプロダクトデザイ
ナー、深澤直人氏がデザインを監修。右側の白いドアのエ
レベーターは全て色調を統一した表面仕上げの「ＣＬＥＡ
Ｎ」、左側の赤いドアは木目調の表面材とアルミニウムシ
ルバーをシックに組み合わせた「ＣＬＡＳＳＩＣ」と、２
タイプが採用されています。
　新型コロナの感染対策として、かご内操作盤の行先階ボ
タンにセンサーを内蔵、手を近づけると非接触型で行先階
を登録できます。乗り場ボタンの上部にもセンサーを内蔵
し、手を近づけることで非接触で呼び登録できます。

デジタルサイネージを6台設置
　また、デジタル化に対応した館内の情報発信を図るた
め、デジタルサイネージを導入します。
　１階エレベーター横には、55インチ（タテ）を２台設置。
１台は館内や会議室の案内や当所からの情報発信を行い、

もう１台は広告用とし会員事業所の情報を流す予定です。
　従来は１階での現物展示でしたが、デジタル化によっ
て、より多くの会員事業所が情報発信できます。
　放映時間は午前８時から午後９時までで、１枠15秒。1
カ月単位で契約でき、広告料は月4,400円。年間契約は１
割引きとし、年間47,520円になります。会報のスポンサー、
折込チラシ契約の場合は、１枠分を無料とします。複数枠
の契約も可能です。
　放送可能データは、静止画（jpg、png）、PDFファイル、
Officeファイル、動画（MP４）、WEB（httpおよびhttps）
で音声は不可。
　このほか、２階事務局前と会議室前は32インチ（タテ）、
３階会議室前も32インチ（同）、７階会議室前は43インチ
（同）を設置します。
　事務局は令和４年１月15日（土）に引っ越しを行い、同
17日（月）から稼働、テナントは同15日から同30日（日）
にかけて順次移転します。貸会議室は同２月７日（月）か
ら一般利用を開始。１階カフェ・レストランには会議もで
きるゲストルーム（最大22席）が設けられ、予約可能です。
現商工会館の解体工事は、同２月上旬に始まる予定です。

「外輪を備えた帆船」をイメージした外観

新商工会館本体工事がほぼ完了
～エレベーターは中四国初の非接触型～



　コロナ禍で中止されていた商工会議所活動が、徐々に再開されています。感染防止対策に留意しな
がら、11月中に優良商工従業員表彰式や高梁川流域「倉敷三斎市」、「備中備後麵パラダイス」が開催
されました。

商工会議所活動が徐々に再開
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　第69回優良商工従業員表彰式が11月24日（水）、出
席者数を制限し倉敷商工会館第５会議室で２年ぶりに
開催されました。
　表彰は30年以上勤続者59名と10年以上30年未満勤続
者71名が対象でしたが、新型コロナウイルス対策とし
て入場者数を制限。式典には47事業所から、代表者各
１名が参加しました。
　式典で、井上峰一会頭は「長年研さんを積み、経営
者と力を合わせて成長の原動力となり、地域の発展に
貢献されてきた皆様に敬意と感謝の意を表する」と述
べ、受賞者代表に表彰状と記念品を贈呈。勤続30年以
上の方には、三宅幸夫倉敷市文化産業局長から感謝状
と記念品が手渡されました。
　最後に、受賞者を代表し、㈱倉敷国際ホテルの藤原
淳司さんが謝辞を述べました。

　高梁川流域「倉敷三斎市」が11月21日（日）、岡山
県への事前相談を行った上、倉敷駅前商店街で１年９
カ月ぶりに開催されました。９月末のまん延防止等重
点措置全面解除を受け、短い準備期間でしたが、出店
したお店では完売も相次ぎました。
　冒頭、井上峰一会頭、藤木達夫くらしきTMO会長
も立ち合い、鴨井尚志高梁川流域「倉敷三斎市」実行
委員会委員長が挨拶の後、ベルを鳴らして朝市がス
タート。

　出店は通常の６割程度となる47店で、会場も商店街
筋だけに縮小。イベントは行わず、飲食はテイクアウ
トのみとするなど、試験再開の位置付けでしたが、大
勢の買い物客でにぎわいました。

　笠岡商工会議所主催の「備中備後麺パラダイス」が
11月28日（日）、倉敷商工会議所など７連携団体が協
力し、笠岡陸上競技場で開催されました。
　備中備後地域から笠岡ラーメン、尾道ラーメンなど14
店舗、倉敷からは「ぶっかけうどん」が出店しました。
　観光物産ブースでは、各商工会議所・商工会がPR
を実施。倉敷ブースでは、高梁川流域「倉敷三斎市」
のポスターやチラシを張り、観光パンフレットなどを
配布。嶋屋製菓栄堂の最中販売を通じて、当所の「藤
の花プロジェクト」や航空宇宙産業の推進などをア
ピールしました。

表彰状を受け取る藤原さん（右）

ベルを鳴らす鴨井実行委員長（中）と井上会頭（右）、
藤木くらしきTMO会長（左）

「藤の花プロジェクト」や航空宇宙産業をPRした倉敷ブース

２年ぶりに
　優良商工従業員表彰式

１年９カ月ぶりに
　高梁川流域「倉敷三斎市」

当所も連携し
　「備中備後麺パラダイス」



　新倉敷商工会館建設を起点に周辺のまちづくりに貢
献しようと、「美しい街並み推進協議会」の設立総会が
11月16日（火）、当所会議室で開催され、会長に井上峰
一会頭が就任しました。同協議会は、当所の呼びかけ
に応じた羽島四十瀬線沿いの主要事業所等で組織し、
まず緊急車両通行道路にもなっている同線での無電柱
化を推進します。
　設立総会には10名が出席し、井上会頭は「日本一美
しい街路にするため皆様のご協力をお願いします」と挨
拶。この後、会則と役員、事業計画などを決めました。
　副会長は大久保憲作㈱エフエムくらしき代表取締役
社長、日下知章㈱山陽新聞社常務取締役倉敷本社代
表、理事は川井敏之岡山県立倉敷商業高等学校校長、
田中祥裕（一社）倉敷成人病センター常務理事と坂本
万明当所専務理事、監事は吉本英明㈱中国銀行執行役
員備中地区本部長。事務局は当所に置き、中濱崇同理

事事務局長が事務局長を務めます。
　オブザーバーとして、倉敷市建設局も参加しています。
　今後、無電柱化に向けた機運を高めるため、沿線の
事業所、店舗等を対象にした説明会の開催、個別訪問
を行う予定。また、対象となる羽島四十瀬線を「くすの
き大通り」と命名することも提案しています。

倉敷市無電柱化推進計画
羽島四十瀬線は「整備路線」
　令和３年10月に策定された「倉敷市無電柱化推進計
画」で、駅前古城池霞橋線（1.4㎞）と羽島四十瀬線（1.0
㎞）が「整備路線」に位置付けられています。
　同計画は、国、県の計画に基づき、今後10年間の無
電柱化の推進について、基本的な方針、期間、目標、
施策などを定めたものです。
　駅前古城池霞橋線の整備区間は美観地区入口交差
点から笹沖交差点まで、羽島四十瀬線は倉商東交差点

から倉敷消防署までで、いずれも緊急輸送道路に指定
されています。
　防災拠点が集中する倉敷市中心部において、ＪＲ倉
敷駅、倉敷市役所、倉敷消防署を防災拠点とし、広域
交通網の国道２号から同拠点にアクセスする路線として
選定されました。
　また、事業実施にむけて準備する「準備路線」には、
三田五軒屋海岸通２号線（1.0㎞）と幸町美和線（0.3㎞）
が選定されています。
　国は①災害の防止②安全かつ円滑な交通の確保③良
好な景観の形成――の観点から、必要性の高い道路・

地区から重点的に無電柱
化を実施していくことが重
要としています。　
　災害の防止の対象路線
延長は92.１㎞で、うち実
施済みは9.1㎞。無電柱
化着手率は10％（令和２
年度末）と、全国平均の
38％（同元年度末）を大
きく下回っています。
　一方、安全かつ円滑な
交通の確保の対象路線
は4.2km、無電柱化済は
1.9㎞、良好な景観の形
成の対象は１地区、無電
柱化済は１地区で、いず
れも全国平均を上回って
います。

「美しい街並み推進協議会」が発足
 会長に井上会頭を選出、羽島四十瀬沿いの無電柱化推進

 Kurashiki 3

設立総会で挨拶する井上会頭（左）

無電柱化整備路線位置図（抜粋）



「新しい生活様式」取組宣言　2300事業所突破⑪
　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、8月31日現在で2387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
　糸（連島町連島）、カサブランカ
ミュー（白楽町）、とらちゃん（水
島東常盤町）、HONEY　HOUSE

（笹沖）、Fairy（阿知）、Lounge
心（阿知）、スタインウェインマン
ツーマン（中央）、鍋ラーメン製作
所ジャンボ（阿知）、やきとり秀倉
敷駅前店（阿知）、AKI（阿知）、炭
火Dining黒 う さ ぎ（ 阿 知 ）、
Twinkle（阿知）、チアダウン（稲
荷町）、和久良（阿 知）、焼き鳥
BAR　FujiMAKI（阿知）、Drほぐ
れ中庄店（中庄）、ITALIAN  BAR  
MERRY‘SBAR（鳥羽）、びっく
りドンキー倉敷市役所前店（西中
新 田 ）、(株)シ マ ダ オ ー ル プ ロ
ショップシマダ（中畝）、四季彩料
理成一（阿知）、kiki（阿知）、好き
麺屋（阿知）、BIKANCHIKUの星
withSTAR ISLAND SMOOTHIE

（本町）、Merci（水島東常盤町）、
みなみ（老松町）、カラオケ喫茶ひ
ばり（連島中央）、(有)やまだ（宮
前）、ICHICOアリオ倉敷店（寿町）、
ラウンジAi（阿知）、すし酒場史
一（阿知）、eve（阿知）、snack 
bar エタニティー（水島西常盤
町 ）、BeHappy（ 阿 知 ）、
MENBERS　LOUNGE　You（阿
知）、HanaHana（阿知）、Calla
カラー（阿知）、ブロッサム（阿知）、
タムタム（阿知）、Cuoreクォーレ

（阿知）、Nocturne～夜想曲（水島
西常盤町）、スナック蒼（阿知）、お
好み焼き鉄板焼いちへ倉敷イン
ター店（浜ノ茶屋）、プレパレーショ
ン（水島西常盤町）、炉庵（阿知）、
桑鶴歯科医院（中島）、リトルマー
メイド 倉 敷 駅 店（ 阿 知 ）、8989
ジャッキー（浜ノ茶屋）、CALM（水
島西常盤町）、アンジェリーク（阿
知）、麻雀クラブリーチくん（老松

畝）、公文四十瀬教室（四十瀬）、(株)
三輪（浜ノ茶屋）、(有)ベストヘア
カール（阿知）、エステ・アロマサ
ロン　horicoppe（ホリコッペ）

（神田）、ありまつ整骨院（西坂）、
すごう歯科医院（西坂）、(有)三昇

（中畝）、(株)クールウエスト（二日
市）、(株)クールウエストサービス

（二日市）、介護老人保健施設グ
リーンピース（新田）、グループホー
ム大地（笹沖）、(株)りまる（笹沖）、
もり歯科クリニック（新田）、パティ
ス リ ー 3 時 の 王 様（ 新 田 ）、
DogRoom KaoKao（有城）、総
合管理サービス協同組合（西富
井）、(株)榊原建設（西富井）、(株)
エスケーコーポレーション（西富
井）、居酒屋尾鈴（東富井）、(株)エ
ス・オー・エム（中庄）、新倉敷タ
オル（粒江）、(株)老龍園（中島）、
老龍園緑化(株)（中島）、(株)ナカ
デン（四十瀬）、(株)プラス（福田町
浦田）、(株)長山鉄工所（福田町浦
田）、(株)ミヤケ技研（粒江）、みら
くるきっず（中島）、妙蘭（阿知）、
(株)大川サッシ店（西岡）、板金塗
装車楽（西岡）、（医）平成会グルー
プホームひまわりの家三田（三田）、
nail CORURI（福島）、晴れの国
整体院（羽島）、アールズヘアー（中
庄）、キャンピングイクイップメン
トストア（中庄）、(有)カルマトッ
プ（中庄）、八剣伝中庄店（中庄）、
はぁ～と居宅介護相談所（中庄）、
ヘアーサロンイシガキ（中庄）、(株)
ピュフェリーチェ（中庄団地）、広
屋工房（連島町西之浦）、しょうゆ
娘長女（連島町西之浦）、同三女（連
島町西之浦）、りんご歯科（水島相
生町）、ミツワ設備工業(有)（東塚）、
(有)三備不動産（北畝）、健楼工務
店(株)（福田町古新田）、ルソラ英
会話（中畝）、ジャンナ（中畝）、(有)

町）、Juicy（阿知）、スナック夜
華（水島東常盤町）

小　売　店
　オートガレージミナミ（東塚）、
(有)ティエムサービス（西坂）、カッ
ク（新田）、セノオ薬品（西富井）、
セブンイレブン倉敷インター店

（西坂）、同倉敷西坂店（西坂）、お
かず屋菜月（沖新町）、丸米醤油醸
造（同）（連島町西之浦）、ローソ
ン倉敷北畝五丁目（北畝）、パティ
スリーマサキ（三田）、セレンティ
ブ（ 笹 沖 ）、 フ ラ ワ ー シ ョ ッ プ
PEPE倉敷（新田）、パティスリー
オクサリス（中央）、re Bone（福
井）、(株)山中石材（連島中央）、イ
ンテリアセンターくらしき（鳥
羽）、(株)雨風アクアサービスジャ
パン（中島）、岩福水産(有)プロシー
ド（笹沖）、ボーモンド（笹沖）、お
うちサロンmimoza（青江）、(株)
STオートトレーディング（五日
市）、ダイヤクリーニングマルナ
カ倉敷駅前店（昭和）、テクノトッ
プナカイ（東富井）、同中島店（中
島）、ゼロスサロン（神田）、(有)エ
ムワイティ（阿知）、ミキ.ミキ.（木
村服飾）（阿知）、(株)カーセンサー
ワ タ ナ ベ（ 笹 沖 ）、 カ ー ビ ュ ー
ティーY&M（片島町）、みうち雑
貨店（本町）、つばめガス(株)倉敷
支社（中島）、(株)オートショップ
ウィズ（加須山）

宿泊施設
　ビジネスホテルフロンティア

（水島東千鳥町）
共　　通

　(株)日明舎　ENEOS事業所（潮
通）、同MGC事業所（水島海岸通
り）、雄山塗装（呼松）、アグリエカ
ロー・虹（老松町）、(株)フジナガ（福
田町古新田）、(株)ヒューマン（福
田町古新田）、(株)ポート商事（南
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ベスト事務機（広江）、(株)あいら
工業（水島東弥生町）、倉敷デジタ
ルCAD/CAMセンター（水島東川
町）、(有)エヌティ・クリエイト（中
庄）、同中庄事務所（中庄）、オネス
ティーコーポレーション（高須賀）、
谷口運送(有)（中庄）、(株)アース
電工（西岡）、OSTEN（真備町箭
田）、タカナシ岡山工場内事務所

（片島町）、(有)井上開発工業（加須
山）、老人保健施設藤戸荘（藤戸町
藤戸）、悠伸工業（連島町鶴新田）、
(株)便利屋サービス（連島町連島）、
グリーンハウス（新田）、(有)商工
運輸（八軒屋）、（医）皓歯会逸見
歯科医院（阿知）、atelier UNBO

（中央）、アイ・エンジ(株)（水江）、
クラカアグリ(株)（西中新田）、(株)
丸 川 商 店（ 笹 沖 ）、YUIMARL　
OASIS（笹沖）、倉敷運動公園（四十
瀬）、倉敷市屋内水泳センター（新
田）、水島緑地福田公園（福田町古
新田）、水島ふれあいセンター（水
島川崎通）、水島中央公園（水島青
葉町）、(株)MASUYA（片島町）、(株)
就労支援ラボラトリー（東富井）、
HANA花（新田）、(有)UIC（中畝）、
内海工業（東塚）、(株)光工房（福田
町古新田）、カーショップコア（東
塚）、(株)雨風（水島西栄町）、(株)
大成工業（連島町鶴新田）、社会保
険労務士パートナーズ（東塚）、(株)
日本イーアンドイー（連島町西之
浦）、(株)ネクスト（西田）、スワロー
(株)（青江）、たんぽぽ音楽教室（中
庄団地）、槙尾建設（早高）、デイ
サービスセンター我が家（西富
井）、住宅型有料老人ホームマイ
ホーム沖新（沖新町）、自学道場安
永教育学院(株)（西中新田）、アイ・
カフェ倉敷笹沖店（笹沖）、近藤歯
科医院（新田）、(株)久成建築事務

ろとからだの整体　こばやし治療
院（白楽町）、hairsalon REBO(水
江)、日本非破壊検査(株)水島事業
所（中畝）、(有)三稜建設（南畝）、(株) 
日祥開発（吉岡）、藤本整形外科（福
島）、アモリール（中央）、(株)トマ
リ（亀山）、アーユルヴェーダデトッ
クスサロン　Rasa-yama（川入）、
(有)カーパーク水島（中畝）、(株)中
村解体（水島明神町）、水島ランド
リー中畝店（中畝）、同北畝店（北
畝）、同川鉄団地店（鶴の浦）、同羽
島店（羽島）、同マリー沖島店（沖）、
同西阿知店（西阿知町）、同中島店

（中島）、同堀南店（堀南）、同連島
店（連島中央）、同コムプラザ倉敷
店（白楽町）、シルバークリーニン
グ黒崎店（中庄団地）、(有)水島ラ
ンドリー本社（中畝）、西健工業（株）

（ 東 塚 ）、(株)FMC（ 西 中 新 田 ）、
FMC（西中新田）、(株)丸文（連島
町連島）、咲塾老松教室（南町）、同
大髙教室（西中新田）、柚木進学ゼ
ミ（中畝）、(有)リフォームワダ（南
畝）、竹原商店(株)（鶴の浦）、(株)
ティー.アイ.シー（新田）、ほう皮
フ科クリニック（浜ノ茶屋）、アリ
スの庭（堀南）、児童発達支援事業
所ぽこ・あ・ぽこ（西岡）、同藤戸（藤
戸町藤戸）
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
８月31日時点：2387事業所

所（粒浦）、藤野内科循環器科医院
（浜ノ茶屋）、（特非）まこと花の事
務所（宮前）、(有)デリカマルチ（安
江）、はいからや鍼灸整骨院（鶴
形）、美 容 室pole pole（阿知）、
近藤昌宏（北畝）、(株)明光（中央）、
(株)グ ラ ン ド ー ル（ 笹 沖 ）、(株)
Realize（ 粒 浦 ）、flower salon 
Acanthus（西田）、赤木医科器械
(株)（五日市）、こう(株)（高須賀）、
(株)オビエ（西田）、公文福島教室

（福島）、(有)創夢（二日市）、(株)河
原 デ ザ イ ン 企 画（ 福 島 ）、
ALIVE(株)（西田）、倉敷ヨーガセ
ラピーsola（新田）、山陽新聞倉
敷販売(株)中央支店（幸町）、同北
支店（川入）、同中央南支店（白楽
町）、同大高支店（沖新町）、同笹沖
支店（笹沖）、同西支店（水江）、同
水島支店（水島西栄町）、同連島東
支店（連島）、同連島支店（連島町
西之浦）、同連島南支店（連島町鶴
新田）、金建（連島町鶴新田）、(株)
シンワ（中島）、秀栄システムテク
ノ(株)（南畝）、(株)小川コルマ（早
高）、(有)平岡美創（西富井）、(株)
プレミネント（水江）、(株)ニシム
ラ（笹沖）、サンスイ（福田町福田）、
大浦建設（株）（連島町連島）、ま
がみ歯科クリニック（連島中央）、

（医）水清会水島第一病院（神田）、
角南商事（株）（水島海岸通）、山
口技商(株)（松江）、デイサービス
センターさち（亀島）、ビューティ
サロンひろせ（藤戸町天城）、小川
洋一公認会計士税理士事務所（粒
浦）、(有)エムテック（西中新田）、
インドネパールキッチンムナ（笹
沖）、岡本電工（川入）、ふくしま矯
正歯科(阿知)、(株)K&Cファーム

（阿知）、リカーズながやま（阿知）、
(株)丸三建設（水島北緑町）、ここ
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尾道店
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周りに配慮し、解体でリサイクルに挑戦
平成27年設立以来、周りへの配

慮を欠かさず安心してお任せいた
だける施工を行うことをモットー
に、解体工事・産業廃棄物の処
分・収集運搬を行っております。

当社の解体作業は「近所の方へ
のご挨拶」から始まり、建設リサイ

クル法に基づいて環境に配慮し、
適切な形で工事を進めていきま
す。解体工事後の建築廃棄材や除
去したアスベスト等、工事により発
生する廃棄物の処理を適切な方法
で行い、生活環境の保全と公正性
の向上に努めています。

可能な限りリサイクルに挑 戦
し、循環型社会の実現に一丸と
なって取り組んでいます。ゴミの撤
去から大きな建物の解体までお客
様に合った最適なプランをご提案
いたしますのでお気軽にご相談く
ださい。

●

●

●

●

●

●

松田
病院

倉敷
駅

429
天満屋
倉敷店

みずほ銀行
倉敷支店

倉敷駅東交差点

倉
敷
中
央
通
り

セブンイレブン
倉敷駅前店

阿知北交差点

ローソン
倉敷阿知二丁目店

阿知中交差点

株式会社
ティ・シー・シー中国銀行

倉敷駅前支店

水
島
臨
海
鉄
道

●

●

倉敷市立水島小学校

春日町交差点

水島保育園

義川開発株式会社188

水島小学校
北交差点

弥
生〒712-8023　倉敷市水島南緑町2-10

ＴＥＬ　086-441-2173
営業時間／8：00〜17：00
定 休 日／日曜日
https://yoshikawakaihatsu.jp

代　表　岡邊　俊幸

代表取締役　義川　康生

株式会社ティ・シー・シー

義川開発株式会社

はじめまして vol.
❶❾❶

広告から周年事業、事業転換、改装まで
　天満屋グループで、広告代理店と
建築建装を業務としています。集客
イベントのご提案、各種メディアへ
の出稿から、WEBやSNSの有料広
告の配信も承っています。
　「商品陳列に関するアドバイス
が欲しい」「ホームページやパンフ

レットをリニューアルしたい」「周
年事業の内容を考えたいけど、ど
う進めたら良いのかな」といったご
要望、お悩みへの対応はお任せく
ださい。周年事業は、リアル、オン
ライン開催どちらのご提案も可能
です。

　また、事業再構築補助金を使っ
た事業転換、店舗内の改装、ECサ
イトの新規立ち上げ等も弊社にお
任せください。皆様の思いを見える
かたちに、よろこびにすることを念
頭に、未来につながるプラスをご提
案させていただきます。

〒710-0055　倉敷市阿知1－7－1 倉敷天満屋内
ＴＥＬ　086-426-2206
営業時間／９：30〜18：30
定 休 日／土・日曜日、祝日
https://www.tcc.works/



　皆様の美容をサポートし、創業10年目を迎えまし
た。
　当店は入会金および年会費不要の完全予約制サロ
ンです。お客様のキレイを引き出すため、肌の状態
や悩みを丁寧にお聞きし、お一人お一人に合ったケ
アを行っています。
　高品質の専用スキンケアとフェイシャルエステを
織り交ぜ、日ごろ行き届かない部分までしっかりと

お手入れ。ご自宅でのスキンケアやメイクアップの
アドバイスも行っています。
　今年６月に店内をリフォームし、明るくフレッ
シュなスタッフも増えました。個室ブースも備え、
感染症予防対策にも注力しています。
　多忙な方でも気持ちとお肌を安心して整えられる
サロンです。ドリスサロンをどうぞ宜しくお願いい
たします。
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Vol.208ナイススマイル

Nice Smile

　多様な麺を取り扱う営業72年の製麺所です。
　うどん、そば、ラーメンを中心に、冷凍手打ちう
どんや茶そばなど幅広く製造販売しています。
　麺は圧力鍋で素早く茹でることで、外はもっちり、
中はしっかりとした食感に仕上げています。
　形状は、丸、ちぢれ、角を含め10種類以上に対応。
セットで自社製麺に合う特性スープやトッピングも
販売中です。最近では玉島名物“しのうどん”も新た

に作り始めました。
　少量生産にも対応し、好みの麺を楽しみたい方向
けにオーダーメイド注文にもお応えしています。お
問い合わせは、電話やFAXのほか、オンラインで
も承っています。
　「ご家庭でプロの味を、かんたんに」を信条にし
ています。ご賞味いただけますと幸いです。

有限会社万寿製麺所
〒710-0813
倉敷市寿町6-6

TEL 086-422-0611

営業時間　8：00～18：00

定　休　日　不定休

メ　ー　ル

自社HP

ドリスサロン
〒701-0103
倉敷市西尾368-10

TEL 086-463-3456

営業時間　10：00～17：00

定　休　日　日・祝

http://www.masumen.
co.jp/

info@masumen.co.jp
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高梁川流域「倉敷三斎市」　シールで検温・消毒を確認高梁川流域「倉敷三斎市」　シールで検温・消毒を確認
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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
　　　　　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

１年９カ月ぶりに試験再開した高梁川流域「倉敷三斎
市」は、新型コロナウイルスへの感染を防止するため、
出店に制限をかけて規模を縮小し、様々な感染対策を講
じての開催となりました。
開催前には、岡山県への事前相談を行い、感染対策の

アドバイスを受けました。
会場の出入り口付近には検温・消毒コーナーを設け、
検温・消毒が済んだ方にはオリジナルの赤い朝市シール
を配布。マスクなど見えやすい場所に貼ってもらうこと
で、全員が安心して朝市を楽しめるように工夫しました。
検温・消毒コーナーでは同時に接触確認アプリ

「COCOA」、もしもの時のサポートシステム「もしサポ
岡山」の活用を呼びかけました。
「恵みの広場」で行っていたイベントは行わず、飲食は
テイクアウトのみとし、出店者
には商品を箱や袋に入れて渡し
てもらうようお願いしました。
また、以前は当日受け取ってい
た出店料も振り込みにすること
で、感染防止とともに本部作業
の効率化も図りました。

消毒・検温コーナーを設け体調管理

朝市シール

 

いつも倉敷物語館をご利用く

ださいまして誠にありがとうご

ざいます。 
年末年始は以下の日程で休業

いたします。 
ご不便をおかけしますが何卒

よろしくお願いいたします。 

休業期間：2021年 12月 29日(水)～2022年 1月 3日(月) 
期間中 10：00～16：00屋外トイレのみ利用可 
※屋外トイレをご利用の場合は西門よりお入りください。 

年年末末年年始始ののおお知知ららせせ  

倉敷商工会議所くらしきＴＭＯ　〒710-8585 倉敷市白楽町２４９－５
電話　０８６－４２４－２１１１　ＦＡＸ　０８６－４２６－６９１１お問い合わせ先
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電話　０８６－４２４－２１１１　ＦＡＸ　０８６－４２６－６９１１お問い合わせ先

入会員新
事業所名 業　　　　種 所　在　地

Ｔｅａ ｓａｌｏｎ ＭＥＬＥＮＧＥ 喫茶店
（紅茶・ケーキ・カレー） 帯高６１７－５８

（同）日本環境地盤 宅地地盤調査、補
償他 連島町連島２１１６－１

便利屋たっちゃん 便利屋、ハウスクリー
ニング、代行サービス

北畝３－１３－３１
ﾌｧﾐﾘｰﾀｳﾝﾂｰﾄﾑＢ１０２

ＮＢＣ ダンス教室運営 大島１０１－４

Ｂｒｏｓ．㈱ 建設土木業 白楽町１９６－１３

歩空楽舎 石けんの販売、石けん
に関わる雑貨の販売 老松町１－１－４１

事業所名 業　　　　種 所　在　地

㈱ＨＡＹＡＴＥ 機械器具設置工事、
管工事

玉野市八浜町波知
２１３１-６

ＣＬＡＹ ＳＴＵＤＩＯ ＧＥＮＮ 陶芸作品製造販売及び
ギャラリーカフェPeLOTON 加須山489－3

ＳｌｏｗＬｉｆｅ クラフトバンド、キャンドル
等のハンドメイド体験教室 稲荷町1－6

クリエイティブリンク㈱ ネットワーク及び電気
通信機器の販売他 岡山市北区平野765－19

㈲エンタープライズリビング
ソフィア・ゼミ 英会話スクール 岡山市北区一宮1145－2

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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1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 土 元旦

2 日

3 月

4 火 令和４年仕事始め式

5 水 第29回正副会頭・専務理事会議

令和４年新年祝賀会

6 木 女性会新年祝賀会

7 金

8 土

9 日

10 月 成人の日

11 火 令和３年分所得税確定申告説明会

12 水 令和３年分所得税確定申告説明会

13 木 知的財産相談

第159回簿記検定申込受付開始（〜１/22）

14 金 法律相談（倉敷）

新倉敷商工会館竣工祭

令和３年分所得税・消費税確定申告研修会

15 土 新倉敷商工会館へ事務局引っ越し

新倉敷商工会館へのテナント引っ越し開始

16 日 高梁川流域「倉敷三斎市」

17 月 新倉敷商工会館運用開始

18 火 チームＫ６企画会議

19 水 第30回正副会頭・専務理事会議

20 木 青年部新年賀詞交歓会

21 金

22 土

23 日

24 月

25 火

26 水 法律相談（水島）

27 木

28 金

29 土

30 日 新倉敷商工会館へのテナント引っ越し完了

31 月

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

　株式会社　美達（屋号　ペイントプロ美達）の金丸
俊孝と申します。
　弊社は、岡山県倉敷市で地域密着で塗装・防水・リ
フォーム・害虫駆除などお家に関わる工事を承ってお
ります。
　塗装・リフォーム業というのは競合会社がかなり多
い激戦の業界ですがその中でいかに差別化を図ってい
き、お客様が思い描いているイメージにどれだけ合致
させていくかということは常に考えております。ただ
塗装して綺麗になったではダメです！
　もともとの素材がどんな素材で現在どのような劣化
状態なのか、まずそこをしっかりと診断してその素材
でその劣化状態ならこの工法、この塗料を使用しよう
となるわけです。
　当社では外壁劣化診断士という専門の有資格者がま
ずしっかりと調査し、お客様に診断書を提出したうえ

で工事を進めさせていただきます。

　その中でも弊社が自信をもって提案しておりますの
が、「WB多彩仕上げ工法」というサイディングのデザ
インを最大限に生かした塗装工法で異なる色を2、3色
重ねて立体感を表す塗装仕上げです。
　新築の時にあれだけ悩んだサイディングのデザイ
ンを単色で塗ってしまうのはもったいないと思いま
せんか？
　ペイントプロ美達ではそんな悩みを解決いたします！

　定期的にイベントや相談会も催しておりますので是
非一度いらしてみてはどうでしょうか。

　ペイントプロ美達をよろしくお願いいたします。

会員のご紹介　

　10月22日（金）「第53回全国商工会議所女性会連合
会オンライン総会」が開催され、全国356女性会、約3,800
名が参加し、当会からは丸山会長をはじめ６名が参加
しました。
　式典は、女性会の歌黙唱、活動指針唱和、全商女性
連市瀬会長挨拶、日本商工会議所三村会頭挨拶と続き、
出席女性会紹介では参加女性会が順番に映し出され、
当会もお揃いの法被を身に纏い笑顔で応えました。
　後半には、「女性起業家大賞」をはじめとした各表
彰が行われました。特に今年は大賞受賞後20年にわた
り事業を継続・発展させてきた方々に贈る「エクセレ
ント賞」が創設されるなど、起業家大賞20周年にふさ
わしい表彰式でした。
　休憩と併せて行われたオンライン交流タイムでは、
参加女性会を５～６会ごとに分け、活動報告や意見交
換を行いました。一部トラブルにより短時間で終わり
ましたが、オンラインならではの試みでした。

　式典終了後、㈱クックチャムの藤田敏子社長より女
性起業家大賞20周年記念受賞者講演「女性の力は宝の
山」、一橋大学クリスティーナ・アメージャン教授よ
り記念講演「渋沢栄一に学ぶ『渋沢栄一ＰＯＷＥＲ！』
が披露された後、閉会となりました。
　今回のオンライン総会では、昨年の倉敷総会の影響
が色濃く反映されており、昨年の開催に意味があった
ことを改めて実感しました。来年度の福島全国大会で
は、全国の女性会の皆さんに現地でお会いできること
を楽しみにしています。

第53回
全国商工会議所女性会連合会
オンライン総会

Kurashiki CCI Business Women's Club

オンライン総会参加の様子
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建設協力金募集中

大原孫三郎像脇に設置する奉名板のイメージ図

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　

100万円以上は奉名板に

お問い合わせ先　倉敷商工会議所   総務部 TEL：086-424-2111
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岡山県内の地場企業を対象に企業活動の現状と見通しについて四半期毎（３月・6月・９月・12月）に平成1０
年12月から調査し、地域経済状況を的確に把握することを目的として皆様に特徴的な動きをご報告します。

岡山県の景気観測調査

※�DIは各調査項目について判断の状況を示す。ゼロを基準として、プラスの値は景気の上向き傾向（「良い」）の回答割合が多
いことを示し、マイナスの値は景気の下向き傾向（「悪い」）の回答割合が多いことを示す。
　DI＝（増加・好転など「良い」の回答割合）－（減少・悪化など「悪い」の回答割合）

新型コロナの影響に仕入価格上昇が追い打ちをかけ、景況DI は5 期ぶりに悪化
　景況全体では、DI�値が▲22.9となり、前期（令和3�年4～6�月期）と比べ1.1�ポイントマイナス幅が拡大し、5�期ぶり
の悪化となった。小売業で悪化傾向が顕著となっている。�
　岡山県に緊急事態宣言が発令されていた時期と重なっていたこともあり、小売業や飲食・宿泊業において売上を確保
できず、資金繰りにも窮している実態を示しているほか、飲食・宿泊業の不振が食料品製造業の景況悪化に繋がっている。
加えて、原油価格高騰の影響が運輸・倉庫業や製造業全体に広がっており、先行きについても慎重に見極めていく必要
がある。�

景気観測調査の詳細結果については、当所ホームページ（http://www.kura-cci.or.jp/manage/manage_
research/）から「岡山県商工会議所連合会」掲載の概要報告をご覧ください。

■調査方法／FAX・WEBアンケート（DI方式）　■調査対象／577社（県下商工会議所会員）　■調査時期／9月上旬～中旬　■回答企業／521社（回収率90.3％）
７～９月分 景気観測調査
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１１．．景景況況 

（（１１））全全体体 
総合ＤＩ（好転－悪化）は▲２２．９と４～６月期に比べ１．１ポイントマイナス幅が拡大した。 
・建設業、卸売業ではマイナス幅が縮小した。 
・製造業、小売業、サービス業ではマイナス幅が拡大した。 
令和３年１０～１２月の見通し総合ＤＩは▲２３．４（前回調査時の先行き見通し総合ＤＩ▲２０．

１）となり、マイナス幅が拡大する見通し 
 

景況 1.7-9 1.10-12 2.1-3 2.4-6 2.7-9 2.10-12 3.1-3 3.4-6 33..77--99 今今期期－－前前期期

総総　　合合            　　552211 ▲ 7.9 ▲ 12.0 ▲ 32.0 ▲ 51.7 ▲ 49.0 ▲ 41.6 ▲ 32.6 ▲ 21.8 ▲▲  2222 ..99 ▲▲  11 ..11

製造業      　　169 ▲ 5.9 ▲ 10.5 ▲ 33.3 ▲ 61.4 ▲ 60.1 ▲ 46.4 ▲ 34.6 ▲ 11.7 ▲▲  1133..11 ▲▲  11 ..44

建設業           89 10.6 4.6 ▲ 2.5 ▲ 14.8 ▲ 18.5 ▲ 30.8 ▲ 23.1 ▲ 25.3 ▲▲  1155 ..77 99..66

卸売業           70 ▲ 15.3 ▲ 15.3 ▲ 43.5 ▲ 50.7 ▲ 48.5 ▲ 37.7 ▲ 29.4 ▲ 23.5 ▲▲  2211 ..44 22..11

小売業       　  78 ▲ 16.7 ▲ 33.0 ▲ 41.8 ▲ 50.0 ▲ 44.7 ▲ 33.3 ▲ 25.3 ▲ 38.5 ▲▲  4466..88 ▲▲  88..33

サービス業     115 ▲ 13.3 ▲ 8.3 ▲ 36.4 ▲ 66.4 ▲ 60.0 ▲ 51.9 ▲ 45.7 ▲ 22.7 ▲▲  2277..88 ▲▲  55 ..11  
 

  
  
＜＜参参考考＞＞  先先行行きき見見通通しし  
先行き見通し 1.10-12 2.1-3 2.4-6 2.7-9 2.10-12 3.1-3 33..44--66 33..77--99 33..1100--1122 今期ー前期

総総　　合合                  552211 ▲ 13.8 ▲ 18.9 ▲ 28.3 ▲ 44.0 ▲ 34.9 ▲ 33.8 ▲▲  2211..55 ▲▲  2200..11 ▲▲  2233..44 ▲▲  33..33  
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＜＜参参考考＞＞  先先行行きき見見通通しし  
先行き見通し 1.10-12 2.1-3 2.4-6 2.7-9 2.10-12 3.1-3 33..44--66 33..77--99 33..1100--1122 今期ー前期

総総　　合合                  552211 ▲ 13.8 ▲ 18.9 ▲ 28.3 ▲ 44.0 ▲ 34.9 ▲ 33.8 ▲▲  2211..55 ▲▲  2200..11 ▲▲  2233..44 ▲▲  33..33  
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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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労働災害で休業中は健康保険料の保険料徴収を
ストップすべきか？
Q

A

業務上の災害でケガをした従業員が、長

期間休んでいます。療養補償給付、休業

補償給付は、当然、労災保険から受け取ってい

ます。「健保からお金は一円も出ていないんだ

から、休業期間中は保険料を支払う必要はない」

と従業員は主張します。会社は、健保の保険料

を無理矢理でも徴収する義務がありますか？

健康保険料は納付義務があります

労災で休業中に労災保険から支払われ

る療養補償給付は、労災によって負った傷害に

ついてのみに給付されるので、労災とは関係の

ないけがや病気の治療等については、健康保険

を使うことになります。そのため、労災で休業

中だったとしても、健康保険に加入していない

と困るのです。

　保険料の納付義務は事業主にありますので、

被保険者負担分も事業主が負担することになり

ますが、これは立替納付で、被保険者負担分（保

険料の1/2）は被保険者が負担すべきものなの

です。業務災害ということで、事業主が被保険

者負担分を負担する法的な義務はありません。

　休業期間中の保険料について、①毎月従業

員から徴収する、②一旦会社が立て替えて、休

業終了後に賃金から差し引く、などの方法をと

るしかありません。

　トラブルを避けるために、事前に会社と従業

員との間で、支払方法を話し合っておいたほう

がよいでしょう。

べ
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CHANG 松田病院

倉敷カトリック教会

昭和町
交差点

倉敷駅東
交差点

2441-4567

　大人気の「KOREAN フライドチキン」。ザ
クザクした食感に、韓国産唐辛子をベースにし
たオリジナルピリ辛スパイスでやみつきになる
方続出中。みんなでシェアできる１羽分（12Ｐ・
1,980円）と少人数でも食べきれるハーフ（6
Ｐ・1,150円）が選べます。激辛、瀬戸内レモン、
チーズパウダー、ヤンニョムチキンなど味のバ
リエーションも豊富です。
　チヂミもおすすめ。サイズは「小」・「定番」・

「大」から選べ、「ハーフ＆ハーフ」にすれば２
種類のチヂミが楽しめます。
　平成22年に開店し、10月１日に12年目を迎え
ました。総席数36席。テーブル席、カウンター席、
掘りごたつ席、個室もあります。女性のお客様
が８割を占め、飲み放題では、ノンアルコール
含む150種のドリンクをご用意。お酒が飲めな
い方にも喜んでいただいています。キャッシュ
レス決済対応。
　12月24日・25日（14時～22時）はフライドチ
キンのテイクアウトのみの営業です。当日注文
ＯＫ。お気軽にお問い合わせください。

評判のピリ辛スパイス
やみつきチキンに注意

種類豊富なフライドチキン種類豊富なフライドチキン

３サイズから選べるチヂミ３サイズから選べるチヂミ

小田剛代表（中央）とスタッフ小田剛代表（中央）とスタッフ

　「KOREAN フライドチキン」をいただきました。
ザクザクの衣の中はしっとりジューシー。ピリ辛ス
パイスは中毒性があるので食べ過ぎ注意。店内は
白を基調としたシンプルな空間で、女性の方が気
軽に入りやすい居酒屋です。　　　　　　　（新谷）

〒710-0056
倉敷市鶴形１丁目3-37　
ビバリープラザビル２Ｆ
営業時間/17:00~翌１:00
定 休 日/水曜日
URL/https://changtidimi.owst.jp/
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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！
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　事業所情報を kcci@sqr.or.jp へ送信。
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掲｜載｜無｜料御社の“新”をお知らせ下さい
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ルフォワイエ有限会社
⃝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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労働災害で休業中は健康保険料の保険料徴収を
ストップすべきか？
Q

A
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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―9866　FAX 434―9805

生活習慣病予防健診を受けよう生活習慣病予防健診を受けよう

生活習慣病を予防するために生活習慣病を予防するために

ＳＴＯＰ！転倒災害
マル経融資制度

コロナ対応一巡で減少

問い合わせは、当所中小企業相談所
（☎︎ 086-424-2111）へ。

 倉敷商工会議所は本年度、11月末までに11事業
所に対しマル経融資を推薦、コロナ関連融資の一
巡によって前年度の31事業所より大幅に減少しま
した。
 内訳は運転資金17件、設備資金8件が実行され、
資金使途は仕入資金をはじめ、人件費、広告宣伝
費、マル経融資決済、店舗改装費、車両購入費用
などです。
 マル経融資は、無担保・無保証人の融資制度。
年利は1.21％（12月１日現在）、融資限度額は2,000
万円です。
 利用するには、商工会議所による６カ月以上の
指導実績などが必要となります。申し込みを受け、
審査会が開催され、日本政策金融公庫倉敷支店が
融資の可否を決定します。

 「転倒」による労働災害が多発しています。
 転ぶだけで労働災害とは大げさだと思われるかも
しれませんが、実は職場で転倒し休業となってしま
う「転倒災害」が多発しています。転倒は、労働災害（休
業４日以上の死傷災害）全体の約25％を占め、転倒
によるケガの約６割が休業１か月以上となっており、
深刻な問題となっています。
 また、人口動態調査によれば、職業生活を含めた
一般生活の中でも、転倒・転落で亡くなる方は交通
事故で亡くなる方より多く、転倒の防止は今や国民
的課題となっています。
 特に冬季は、積雪や路面の凍結などにより転倒災
害が多く発生する傾向があります。
 作業場所の整理整頓・清掃、毎日の運動習慣、適
切な靴選び等に留意し、転倒災害を防ぎましょう。

　生活習慣病は自覚症状のないま
ま進行する場合が多く、心疾患や
脳血管疾患等の重篤な疾患の要因
となります。そのため毎年１回健
診を受け、身体の状態を確認しま
しょう。受診方法等は、加入して
いる医療保険者に確認してくださ
い。（倉敷市の国保・後期高齢者医
療制度加入者には市から受診券を
送付しています）

お問い合せは、倉敷労働基準監督署
TEL. 086－422－8177まで

※ＳＴＯP！転倒災害プロジェ
 クト」の詳細はこちら
 （厚生労働省ホームページ）

倉敷市保健所は、市民の
健康づくりを応援します。

太り過ぎは高血圧や脳血管疾患、心
疾患等の循環器疾患、やせ過ぎはフ
レイル（心身の衰え）の原因になる
可能性があります。

がん検診等については、
QRコードか、インター
ネットで「倉敷けんしん
ガイド」を検索してくだ
さい。

テレビ等を見な
がらの、ながら
体操を習慣にし
ましょう。

主食・主菜・副菜の揃った定食スタ
イルで、バランスのよい食事を心が
けましょう。

体を動かすことで、生活習慣病、うつ、
認知症のリスクを下げることができ
ます。*１

*１ 厚生労働省の国民運動
  「スマート・ライフ・プロジェクト」より

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

倉敷税務署  

  
 

給与所得以外に雑所得や一時所得がある方な
ど、多くの方が 
スマホ専用画面 

をご利用いただけます。  
 

申告書の作成は 
こちらから！ 

１ スマホ専用画面 

 

■■ スマホから確定申告 

＊マイナンバーカード対応のスマートフォン等をお持ちでな
い方も、「ＩＤ・パスワード方式の届出完了通知」に記載され
たＩＤ・パスワードがあれば、e-Taxで送信できます。 

２ ｅ‐Ｔａｘ送信 

   
 

「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード対
応のスマートフォン」をお持ちの方は、e-Taxで送信で
きます。 

0123456789ABCDEF

氏氏名名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住住所所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

11223344

2025年 3月31日まで有効

性性別別 女

□□市長

適正体重の維持

バランスの良い食事

身体活動・運動の実施

倉敷税務署
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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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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11月調査結果）
業況DI は、２カ月連続の改善
先行きは、改善見込むもコスト上昇圧力が重荷

※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

11月 ６月 ７月 ８月 ９月 12～２月
全産業

建 設

製 造

卸 売

小 売

サービス

▲45.8

▲26.8

▲54.1

▲39.0

▲41.5

▲56.1

▲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

10月 11月

▲28.9

▲22.1

▲14.7

▲32.1

▲42.2

▲34.8

▲21.1

▲18.2

▲13.7

▲20.8

▲35.2

▲18.9

▲17.5

▲17.6

▲16.7

▲15.8

▲25.9

▲12.3

2021年2020年

　全業種において業況は改善。時短要請や活動制限の緩和
に伴い、客足が戻りつつある外食・観光関連のサービス業や、
民間工事が持ち直しつつある建設業などで業況改善の動き
がみられる。一方で、製造業、卸売業を中心に、半導体不
足や部品供給制約による生産活動への影響が継続している。
幅広い業種で、鉄鋼などの原材料費や原油価格を含む資源
価格の上昇などのコスト増加が続いており、中小企業の景
況感はコロナ禍からの回復に向けた動きがみられるものの、
力強さを欠く。

　感染対策と社会経済活動の両立に向けた国・自治体の動
きの加速による、年末年始の商戦を契機とした個人消費拡
大や、国内の観光需要回復などへの期待感がうかがえる。

一方で、半導体不足や部品供給制約の長期化、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など、
コスト上昇圧力が重荷となり、中小企業においては、先行
きへの慎重な姿勢が続く。

 全産業合計の業況DIは、▲21.1（前月比+7.8ポイント）

 先行き見通しDIは、▲17.5（今月比+3.6ポイント）

業務日誌（11月度）
1日 全国商工会議所環境・エネルギー担当者研修会２０２１（オンライン）
2日（一社）岡山県商工会議所連合会11月運営委員会（ハイブリッド）
3日 倉敷フォトミュラル選出作品講評会（ハイブリッド）
5日 青年部第8回役員会
6日 令和３年度オンラインくらしき起業塾
9日 新倉敷商工会館建設第11回総合定例打合せ会
10日 チームK６企画会議

第３回メンタルヘルス個別相談会
12日 第４回藺製品・雑貨部会
13日 令和３年度オンラインくらしき起業塾
15日 令和３年度倉敷法人学校（〜16日、19日も）
16日 美しい街並み推進協議会設立総会
17日 第50回倉敷天領夏祭り第４回企画会議

日本商工会議所第16回観光・第18回地域活性化・第8回税制合同委員会（ハイブリッド）
18日 日本商工会議所第710回常議員会（ハイブリッド）

日本商工会議所青年部第302回役員会・諸会議（ハイブリッド）
19日 日本商工会議所青年部第95回会員総会他（ハイブリッド）
20日 令和３年度オンラインくらしき起業塾
21日 高梁川流域「倉敷三斎市」

第159回簿記検定試験
22日 青年部第8回例会（ハイブリッド）

令和３年分インボイス・消費税セミナー
23日 2021年全国そろばんコンクール（〜30日）
24日 第27回正副会頭・専務理事会議

第592回常議員会（ハイブリッド）

第47回共済制度推進功労者表彰式
第69回優良商工従業員表彰式
倉敷税務団体協議会第１回きび編集会議
青年部第９回常任理事会

25日 新倉敷商工会館建設第16回技術定例打合せ会
第２回メンタルヘルス出張講座（ハイブリッド）
第8回小規模事業者経営改善資金貸付審査会

26日 チームK６倉敷『いいとこ撮り』動画コンテスト授賞式
日本商工会議所第139回年金委員会（オンライン）

29日 青年部令和４年度常任理事候補者ミーティング
会報編集会議

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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　《絵過去現在因果経》（絵因果経）は、釈迦の前世の物語と、現世におけ
る伝記の前半部分を内容とした『過去現在因果経』を底本に、巻物の下段
に経文を、上段にはそれに対応する絵を描き入れて全8巻に仕立てたもの
です。本作品を含む奈良時代の《絵過去現在因果経》は、現存する最古の
絵巻物といわれ、平安時代以降に盛行するさまざまな絵巻物の原初的形態
として位置づけられた、きわめて貴重な存在です。
　本作品は、上品蓮台寺本と呼ばれる1巻の部分であり、釈迦がまだ王太
子であったとき、従者である優陀夷(うだい)などとともに、騎馬で北門を
出て、天上界の天人・浄居天(じょうごてん)の化した比丘と出会う場面が
描かれています。絵の部分は、墨書きの輪郭による簡略な象形に、丹朱、
群青や緑青などの色彩を施した素朴な表現で描かれ、経は奈良時代の写経
らしく力強い筆致の楷書で端正に書かれています。当時の官営または有力
貴族や大寺院の写経所で制作されたものと思われます。

《絵過去現在因果経》奈良時代（8世紀）　紙本著色　26.1×43.9cm　国指定重要文化財

　今年も残りあと数日。新年を迎えようという時期になりました。１年があっという
間で、去年の年末が昨日のことのように思えます。今年の反省をしつつ、気持ちを切
り替えて新年に臨みたいです。毎年冬になるとこたつから出られない日があります。
家族からは、その姿を形容し、「こたつ」と「かたつむり」を掛け合わせて「こたつむり」
と呼ばれています。今年は殻を破り、よく動いて身体を温め、健康的な年末を過ごし
たいです。よいお年をお迎えください。　（新谷）

公益財団法人

大原美術館
調査・研究員
孫　文祺

　大原美術館の孫文祺です。前回本紙に
寄稿させていただいてから、早くも1年
が過ぎました。時間が過ぎる早さが明ら
かに昔とは違うように感じます。皆様も
どうぞよい年をお迎えください！

知られざるOHARA Vol.15 

編 集 後 記

Editor,s Note

Mem�i�ofK��hiki
12

　キャプションに「建設工事中の倉敷市役所　昭和34年１月」と書かれています。現在の倉敷市立美
術館で、設計は世界的建築家丹下健三氏。外観は14種類のプレキャストを組み上げて造られました。
　市庁舎は水島工業地帯を含んで発展しようとする都市計画の一環として計画されました。しか
し、「倉敷中央通り」はまだ整備されておらず、周辺は木造家屋が密集。「統一感ある屋根の連
続」と評価されていましたが、丹下氏は古い町並みに対するスタンスをどうするかで悩み、何百
枚も立面図を描いたそうです。

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/

　年末年始の休館日は、月曜日に加え、
12月28・29日、1月11日から14日とさせて
いただきます。
　12月30日から1月1日は本館のみの開館
となります。



（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


