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新会館
建設へ

付　　録

◦ポリテクセンター岡山

Vo l .16
44ｔの鉄筋でより強固な基礎に

～問題なく隅々までコンクリート～
　新倉敷商工会館建設工事は、２月13日（土）に基礎工事を
完了しました。杭と基礎、鉄骨をつなぐアンカーが設置され、
より強固な基礎と地中梁も完成。４月に入ると、いよいよ鉄骨
の組み立てが始まります。
　建設現場では令和２年11月16日（月）から同12月４日（金）
にかけて、ハイパーメガ工法により既製杭19本を設置済みで
した。
　同12月７日（月）から始まった基礎工事では、まず建物の
形状に合わせて打設された鋼矢板の内側を深さ2.6ｍまで掘
削。同16日（水）、10cm厚にコンクリートを流し込んで平らな
面を作りました。
　同17日（木）には、設計図
に従って現場を計測しなが
ら、コンクリートの上に柱や
基礎の基準となる印を付け
る「墨出し」を実施。同18日
（金）、打ち込まれた杭の上に
鉄筋を溶接し、そこに基礎と
鉄骨をつなぐアンカーを取り
付けました。
　杭の上で建物を支える基礎は３種類で、２ｍ×２ｍが９カ
所、２ｍ×3.6ｍが３カ所、2.25ｍ×4.05ｍが２カ所。同24日（木）
から同29日（火）にかけて、直径19ｍｍと同22ｍｍの鉄筋を使っ
て、手作業で基礎の形に組み上げました。
　基礎どうしをつなぐ地中梁の配筋は、令和３年１月６日（水）
から始まり、直径35mmの鉄筋を使って、溶接部を超音波で
検査しながら施工。同14日（木）から型枠の建て込みも始まり、
同26日（火）までに作業を終えました。
　基礎と地中梁で使用した鉄筋は44ｔに及びました。
　同27日（水）～同28日（木）は敷地南側の第１工区、２月
２日（火）～同３日（水）は第２工区で、基礎と地中梁の型

枠に合計305㎥のコンクリートを打設。同８日（月）～同13日
（土）には、大型ダンプで改良残土620㎥を運び込んで埋め戻し、
同18日（木）までに鋼矢板を撤去しました。
　新倉敷商工会館は、事務局やテナントスペースなどで柱が
出ないようにするため、間隔を10.56ｍと広く取って、柱の数
を抑えており、その分、それぞれの基礎にかかる重量は増え
ることになります。
　このため、より強固な基礎と地中梁を建設するため、鉄筋
を通常より多く使用。より小さい断面でコンクリート量を減ら
し、鉄筋の密度を上げることで、強度とコストメリットを兼ね
備えたものとなりました。密度を上げるため、より太い鉄筋も
使用し、使われることが少ない直径35ｍｍの鉄筋を受注生産
で調達しました。
　鉄筋が密になるた
め、コンクリートが隅々
まで上手く流し込めて
いるかどうかという課
題もありましたが、問
題なく施工されたこと
を確認済みです。

会員限定！ 折込チラシ
折込料
　Ａ４サイズ：80,000円（税込）
　Ａ３サイズ二折：94,000円（税込）
納品部数
　３，３２０部（折込前月末日まで）
お問い合わせは、
　会報係（086）424-2111へ

第１工区コンクリート打設（令和３年１月27日）

アンカー取り付け（令和２年12月18日）

配筋を終えた基礎と地中梁（令和３年１月12日）



　改定の必要性を教えてください。

　現在の会費の最低額（個人9,000円、法人12,000円）
は、岡山県下12商工会議所の中で、個人は下から３番
目、法人は下から４番目の低い水準です。コロナ禍で
は相談件数が例年の２倍に達し、最大限の支援を行い
ましたが、当所自身の基盤がしっかりしていなくてはで
きません。持続可能な経営のため、会費の適正化を図
るものです。

　この時期に引き上げをするのはなぜですか。

　令和元年度の岡山県小規模事業指導費補助金適正
化検査で、会費が安いので見直しを検討するよう指導
を受け、令和３年度の検査で確認するとも言われ、引
き上げは不可避でした。
　前回の改定は昭和54年と県内商工会議所の中で最
も古く、これまでに平成元年に消費税３％が導入され、
平成26年、令和元年と2度、税率がアップしました。
その分、必要経費も増えましたが、経費節減や収入増

に努め、他の商工会議所が値上げをしている中でも、
会費水準の維持に努力してきたことをご理解いただけ
れば幸いです。

　引き上げ幅は適当なのですか。

　１口4,000円になっても、最低金額は県平均並みです。
当所としては、必要最小限の増額と考えています。

　新倉敷商工会館建設のための改定なのですか。

　会館建設のタイミングと合致し、借入金の返済原資
となるのは事実ですが、これを契機として、商工会議
所全体の在り方を見直し、体質改善を進めています。
　当所としては初めて、中期経営計画も策定しました。
①新倉敷商工会館建設とまちづくりの強化②産業振興
と中小企業の支援③働き方改革とデジタル推進④「稼
ぐ力」とカスタマーファースト⑤倉敷スタイルのＳＤＧ
ｓへの取り組み――を柱としており、決して会費だけを
問題にしているわけではありません。

　倉敷商工会議所は、新年度から会費を１口3,000円から4,000円に引き上げます。令和２年６月24日開催の第182回
通常議員総会で決定したもので、１年間の周知期間をおいて施行。料金改定に関する論点をFAQとしてまとめました。

新年度から42年ぶり会費改定
　～サービス向上のため事業基盤を充実～
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中小企業庁長官表彰を受賞
経営改善普及事業発足60周年記念

　倉敷商工会議所は３月18日
（木）、経営改善普及事業発足60
周年記念表彰の中小企業庁長官
表彰を受賞しました。
　日本商工会議所が10年ごとに
実施しているもので11回目。巡
回・窓口の指導件数、マル経融
資（小規模事業者経営改善資金）
の推薦件数と事故率、経営発
達支援推進計画の事業数など、
日商に毎年報告している客観的
データに基づき選定されました。
　中小企業庁長官表彰では、20

商工会議所が「優良商工会議所」
として選ばれました。当所は岡
山県下唯一で「全般的に基準を
満たしていた」（日商）そうです。
　このほか、県下から「役職員功
労者」として玉野、備前商工会
議所から計２名、「優良経営指導
員」として高梁、新見商工会議
所から計２名が選ばれました。
　経営改善普及事業発足60周
年記念表彰は、経済産業大臣表
彰（10商工会議所、26名）、中
小企業庁長官表彰（20商工会議

所、162名）、日本商工会議所会
頭表彰（148名）があり、県下か
らの大臣表彰受賞はありません
でした。
　当所の令和元年度実績で、巡
回・窓口指 導 件 数は7,355件、
マル経融資の推薦延べ件数は
60件（３億8,590万円）。経営発
達支援推進事業では、くらしき
起業塾、倉敷お宝発見マルシェ
2019、類人猿性格分類セミナー、
ホームページとSNSマーケティン
グセミナーなどを行いました。
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　倉敷商工会議所は令和３年２月
24日（水）、第18回正副会頭・専務
理事会議で情報セキュリティ基本方
針と同関係規程の策定を決定しまし
た。同日の第584回常議員会に報告
し、４月１日（木）から施行します。
　当所で進めているデジタル化の進
展に伴い、セキュリティの重要性も
高まる中で、経済産業省の補助事
業を活用して、専門家の支援を受け
ました。
　策定にあたり、現況把握のために、
診断ツールを活用して潜在的リスク
の洗い出しと課題を抽出。その診断
結果をもとに、重点的に改善が必要
な対策を絞り込み、優先順位を付
けました。そこから緊急度・重要度・
難易度の視点で１年間に実行可能な計画書を作成
し、基本方針と情報セキュリティ関連規程をまとめ
ました。
　基本方針は、組織の代表者が情報セキュリティ
に本格的に取り組むことの意思表明になります。
具体的には、目的、代表者の責任、組織管理体
制の整備等について書いており、ホームページへ
掲載し外部に公開します。

　事故レベルに応じ効果的対策
　情報セキュリティ関連規程は、「組織的対策」「人
的対策」「情報セキュリティインシデント対応」の
３つで構成されています。
　「組織的対策」では、推進組織として情報セキュ
リティ委員会を設置します。情報セキュリティ対策
状況の把握、指針の策定・見直しを行い、対策に
関する情報を共有します。
　情報セキュリティ委員会の体制は別表の通りで、
情報セキュリティ責任者は対策の決定権限を持ち、
インシデント対応責任者は事故の影響を判断し、
対策について意思決定します。
　「人的対策」は、雇用・退職時の守秘義務契約
の締結や職員の責務、教育、人材育成について
定めています。職員一人一人の意識を向上させるた
め、情報セキュリティに対する責任と義務を周知

徹底し、関連テキストの配布等による情報提供、
セミナーや研修会へ参加する教育計画も立案して
いきます。
　「情報セキュリティインシデント対応」では、イ
ンシデント（事件・事故）が発生した場合に、影
響範囲を判断して事故レベルに応じた効果的な
対策を迅速に実施するための体制と手順を確立
します。
　顧客、取引先等に影響が及ぶときや個人情報
が漏えいしたときは「事故レベル３」で、情報セ
キュリティ責任者が対応。事業に影響の及ぶとき
は「事故レベル２」、従業員の業務遂行に影響が
及ぶときは「事故レベル１」で、インシデント対応
責任者が対応します。
　今回、基本方針を策定したことで、IPA（独立
行政法人情報処理推進機構）が中心となり推進
する「SECURITY ACTION」の二つ星へステッ
プアップします。今後、基本方針と関連規程に基
づき、全職員の共通認識として継続的に情報セ
キュリティの改善と向上に努めていきます。
　規程の策定は従来、常議員会の決議事項でし
たが、令和２年11月25日（水）開催の常議員会
で「倉敷商工会議所諸規程管理規則」を制定し、
規程の制定や改廃は会頭の権限となり、情報セ
キュリティ関連規程はその第１号となるものです。

情報セキュリティ関連規程を策定
4月１日施行、“二つ星”へステップアップ
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〈情報セキュリティ委員会体制図〉
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（総務部長）

監査責任者
（事務局長）

特定個人情報
事務取扱責任者

（総務部長）

特定個人情報
事務取扱担当者

（総務課経理担当職員）



「新しい生活様式」取組宣言は825事業所に増加④

飲　食　店
　cafe dining Ospitare（中庄）、

すぎ茶屋倉敷天満屋店（阿知）、日

本料理 倉敷おがわ（粒江字浮洲新

田）、焼肉しゃぶしゃぶ香洛園（黒

石）、うどん坊（中島）、倉敷甲羅

本店（東富井）、江戸切り蕎麦 石

泉（中央）、虹色商店（東町）、小田

珈琲館天満屋倉敷店（阿知）、もと

や（阿知）、お好みてっぱん庄司（南

町）、㈱寺子屋（中央）、ULTRAS 

STATION STADIUMさんすて倉

敷店（阿知）、ヴィ・ド・フランス

倉敷（阿知）、山田村さんすて倉敷

店（阿知）、カラオケドレミファク

ラブ水島店（神田）、カラオケ喫茶

ターキー（酒津）、カラオケ喫茶

舞夢（西阿知町）、お好み鉄板どろ 

倉敷マスカット店（中庄）、ニュー

リンデン（広江）、喫茶つるがた（鶴

形）、カラオケ姫（北畝）、クレセ

ント（連島）、倉敷老松三丁目café

庭（老松町）、果物小町のソフトク

リームパーラー（阿知）、パーラー

果物小町（中央）、QINOCO（川

入）、洋食レストラン こころ屋（中

畝）、Rouault（阿知）、かもがた

茶屋 平田店（平田）、いわ栄中庄

本店（中庄）、たん屋びぜん イオ

ンモール倉敷店（水江）、Poco a 

Poco（粒江）、Noah’s Ark（水

島東常盤町）、田舎や徳膳（水島北

瑞穂町）、広島お好み焼き・カレー

TAKU（船倉町）、てんぷら京（幸

敷店（阿知）、宮脇書店さんすて倉

敷店（阿知）、みつばち工房花の道

（中央）、Honda Cars倉敷中 沖

店（沖）、カースポット（片島町）、

ラブバイク倉敷店（西中新田）、学

生服リユースShopさくらや倉敷

店（中島）、木本戎堂（阿知）、廣榮

堂 倉敷雄鶏店（本町）、小野洋瓦

㈲（北浜町）、森のかくれんぼ（鶴

形）、㈱ブラウド（浦田）、㈱中原

三法堂（羽島）、同本通店（阿知）、

同倉敷店（鶴形）、同笹沖店（笹沖

字九間樋前）、同羽島店（羽島）

宿　泊　施　設
　くらしき山陽ハイツ（有城）、ロ

イヤルパークホテル倉敷（阿知）、

センチュリオンホテル＆スパ倉敷

（ 阿 知 ）、KURASHIKI BASE 

Inarimachi（稲荷町）、ゲストハ

ウスライフフィールド（川入）、ヘ

ルスピア倉敷（連島町西之浦）

共　　通
　SET-UP中庄店（三田）、玉島信

用金庫倉敷支店（老松町）、同水島

支店（神田）、同西阿知支店（中島）、

同鶴形支店（鶴形）、同笹沖支店（笹

沖）、同小溝支店（中島）、同八王

寺支店（八王寺町）、同古城池支店

（北畝）、同寿支店（日ノ出町）、セッ

ト・アップ中島店（中島）、nail 

atelier bon（西中新田）、香川産

業㈱（西中新田）、ピタゴラス進学

町）、和食よこ田（鶴形）、自家製

蕎麦たけのや（白楽町）、和酒楽食

せりべ（船倉町）、御膳房指東（阿

知）、居酒屋「和」（阿知）、ホワイ

トウォール（阿知）、らうんじ羅夢

留（阿知）、薫り（幸町）、豚龍ラー

メン倉敷駅前店（阿知）、８番らー

めん連島店（神田）、レモネード

Byレモニカアリオ倉敷店（寿町）、

Chou２（西中新田）、やそはち弁

当（寿町）、café Path（白楽町）、

和バル ケヤキ（中畝）、日本料理 

ひすい（藤戸町藤戸）、珈琲館ふじ

わら（笹沖）、焼肉ふたば（鶴形）、

赤から倉敷堀南店（堀南）

小　売　店
　URARAN（吉岡）、アルプルタ

カキ（新田）、トルコ雑貨＆カフェ 

ぎゃるぎゃる（本町）、ユーホー倉

敷中島店（中島）、同倉敷大島店（大

島）、フレッシュベーカリーエン

ゼル（水島東弥生町）、スクール

ショップYABE水島店（連島町鶴

新田）、スクールショップYABE

倉敷店（西中新田）、倉敷薄荷陳列

所（中央）、㈱寺子屋デニムスト

リ ー ト（ 中 央 ）、LADY LUCK 

LUCAさ ん す て 倉 敷 店（ 阿 知 ）、

キャンドゥさんすて倉敷店（阿

知）、GOHOBI+green倉敷駅店

（阿知）、新宿さぼてん倉敷さんす

て店（阿知）、hg+さんすて倉敷店

（阿知）、Bleu Bleuetさんすて倉

　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日から実施した取り組みは徐々に浸透して、2月10日現在で825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。
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塾（北畝）、関西プラスチック工業

㈱（四十瀬）、セット・アップ美和

店（美和）、㈱三備保険事務所（北

畝）、倉敷駅前診療所（阿知）、ス

タジオアリス倉敷笹沖店（笹沖）、

同アリオ倉敷店（寿町）、㈱カツウ

ラ（二日市）、語らい座大原本邸（中

央）、夕華美容室（福田町浦田）、

デキタニ理容室（西中新田）、エス

テサロンLoiroロイロ（西中新田）、

理容ウエモト（安江）、美観neko

（中央）、ラフィネさんすて倉敷（阿

SHOP（寿町）、ろく丘アリオ倉

敷店（寿町）、キャンドゥアリオ倉

敷店（寿町）、㈱ハヤブサコーポ

レーション（帯高）、㈱隼ビルド（帯

高）、㈲三浦自動車（粒浦）、ITTO

個別指導学院倉敷吉岡校（吉岡）、

㈱グリーン館・ミヤハラ（堀南）、

㈲南栄工業（亀山）

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

知）、岡山県よろず支援拠点倉敷

サテライト（寿町）、カーブス西阿

知店（中島）、同マルナカ中島店（中

島）、同連島店（連島町鶴新田）、

エムアンドシーシステム㈱（沖）、

目黒建設㈱（生坂）、クレバリー

ホーム倉敷店（中庄）、奥野歯科医

院（幸町）、音楽教室ミュージック

パーティー倉敷（大内）、いわもと

整骨院（福田町古新田）、倉敷ひろ

た整骨院（老松町）、明光義塾北畝

教 室（ 北 畝 ）、drug store’s 

私たちも感染予防対策に取り組んでいます
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尾道店
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映像関連は何でもお任せ、受賞歴も多数
新型コロナウイルスの影響で、昨

年より岡山県内での活動に注力して
おります。

映像制作・ドローン空撮・水中撮
影・Webサイト制作・モーショングラ
フィックス・ポートレートや建築写真撮
影など幅広いクリエイティブ業務を承

ります。その中でも特に、近年の動画
需要拡大や次世代モバイル通信5G
時代を踏まえて、映像制作・動画制
作事業に注力して活動しています。

会社のPR動画制作やイベントの
アフタームービー制作、観光PR、イン
タビュー動画制作など、映像関連の

ことは何でもお任せください。
マリアナ政府観光局主催の「クリ

エイターズキャンプ in SAIPAN」で
最優秀賞受賞、愛媛県伊方町主催
の「佐田岬ワンダービューコンペティ
ション」でグランプリ受賞など、様々な
受賞歴もあります。

●
伯備線

●

アリオ倉敷

●

●

●

●

●

倉敷市立
西中学校

北浜交差点

山陽本線

浜の茶屋北交差点

酒津公園

倉敷駅

倉敷北病院

クラボウ
ドライビングスクール

24

メディカ倉敷北倉敷酒津
郵便局

GREEN
音楽教室

高梁川

●
伯備線

●

アリオ倉敷

●

●

●

●

24

北浜交差点

山陽本線

浜の茶屋北交差点

酒津公園

倉敷駅

クラボウ
ドライビング
スクール

倉敷市立
東中学校

セブン
イレブン

倉敷酒津
郵便局

株式会社
ニューステラ

〒７１０‐００６４　倉敷市青江９０５‐１２
ＴＥＬ　０９０‐３７４７‐２９７７
営業時間／ピアノレッスン１０時～２２時３０分まで可
　　　　　楽典２３時まで可
定 休 日／日曜、祝日
https://green-piano-school.com/

〒７１０‐００６５　倉敷市宮前２8７‐７５
ＴＥＬ　０8６‐５２７‐７０５７
営業時間／8:００～２０:００
定 休 日／不定期
https://newstella.co.jp

代　表　田岡　真佐子

代　表　井上　翔太郎

GREEN音楽教室

株式会社ニューステラ

はじめまして vol.
❶❽❷

感染対策を徹底し、子どもから大人まで
　今年創業21年を迎えます。幼児期
（3才頃～）のレッスンから小・中・
高校生、大人のレッスンまで、対応
しています。コンクールや音大受
験、資格試験希望者へのレッスンに
も、精力的に取り組んでいます。
　感染予防対策として、グランドピ

アノのある防音仕様のレッスン室
では、新しく窓を設置し、換気能力
を高めました。レッスン入れ替え時
に、速やかな換気を徹底し、入り口
での手の消毒、ドアノブや机、楽器
の消毒も欠かさず行っております。
希望者にはオンラインレッスンも

始めました。
　ピアノを習う姿勢と経験は、ここ
ぞ！！というとき、大きな力となり、
味方になってくれるでしょう。こん
な時代だからこそ、子ども達のやる
気に寄り添う、音楽教室を目指して
います。



　倉敷美観地区内にて、四季折々の花や葉などから
一つ一つ丁寧に製作した手作りアクセサリーを販売
しています。当店が取り扱う商品は、本物の植物を
素材に１カ月から１年をかけ作っており、自然の造
形美特有のあたたかさがあります。
　色や形の素敵なものを選りすぐり自然素材の最も
美しい時にこだわったアクセサリーは、時間の経過
とともに形や堅牢さは変りませんが色彩を様々に変

化させます。ご購入後、素材の種類によって異なる
自然の変化をお楽しみください。
　そのほかの取り扱いとして、独特の風合いの漆器
を展示しています。
　当店商品は築180年を超える町家を改装した店舗
にて販売していますが、オンラインでもご購入いた
だけます（※HPは「倉敷苑工房」http://www.en-
kobo.jp/となります）。

ギャラリーサイジ
〒710-0055
倉敷市阿知2-25-32

TEL 086-423-0525

営業時間　10：00～18：00

定　休　日　12月・１月・２月の月曜日
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Vol.199ナイススマイル

Nice Smile

　当店は令和２年４月にオープン、麺料理にこだ
わっています。ラーメンは醤油と味噌から選べ、う
どんは香川県で修得したスープを使用しています。
　特に一番人気の味噌ラーメンは、北海道産の味噌
に複数の味噌をブレンドし、深みのある味わいに仕
上げています。定食にも力を入れており、唐揚げ・
ステーキ・刺身・骨付きチキンなど幅広く取り扱っ
ています。午後の部は鮮魚や揚げ物・串物などの酒

肴の用意もございます。また、テイクアウトも随時
受け付け中です。
　現在、新メニュー「赤鬼汁」を考案中です。とう
がらしをベースにしたスープに、四季折々の旬の食
材（魚・お肉など）をメインに添えてのご提供を予
定しています。
　水島にお越しの際は、ぜひ当店へ食べに来ていた
だければ幸いです。

麺や倉敷
〒712-8032
倉敷市北畝1-18-16

TEL 086-454-6588
営業時間　11：00～14：30
　　　　　17：00～21：00
定　休　日　不定期
駐　車　場　６台
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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

 

和の空間でほっとひといき 

倉敷市倉敷物語館 
http://kmc.jp.net 
倉敷市阿知 2丁目 23-18 

倉
敷
物
語
館
周
辺
を
楽
し
も
う 

植物由来のおいしいごちそう 

つばめ喫茶室 
倉敷市倉敷物語館内 

倉敷生活デザインマーケット 

林源十郎商店 
https://genjuro.jp/ 
倉敷市阿知 2丁目 23-10 

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

くらしきシティ車椅子をご利用ください

お問い合わせ先

※都合により、臨時休館・受付時間の変更・貸出中止となる場合があります。予めご了承ください。
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倉敷物語館

くらしきシティ車椅子は、中心市街地に
ある観光施設やホテルなど10か所に21台
の車椅子を配置しており、観光、お買い物、
散策の際に無料で貸し出しています。
利用後は、貸出当日中に最寄りの「愛
のステーション」へご返却ください。
※いずれのステーションでも返却可

愛のステーション一覧表
№ ステーション名 連絡先（住所／TEL） 受付時間・休日

1 JR倉敷駅 事務所 倉敷市阿知1丁目1-1
☎086-422-0453︎ 9：00〜18：00

2 倉敷駅前観光案内所 倉敷市阿知1丁目7-2 くらしきシティプラザ西ビル２階
☎086-424-1220

9：00〜17：00
年末3︎日休

3︎ ㈱天満屋 倉敷店１階 インフォメーション
倉敷市阿知1丁目7-1
☎086-426-2111㈹︎ 10：00〜18：00

4 くらしきTMO事務所 倉敷市阿知2丁目13︎-22-1
☎090-4100-0143︎

9：00〜17：00
土日祝日休、ほか臨時休業あり

5 倉敷市倉敷物語館 倉敷市阿知２丁目23︎-18
☎086-43︎5-1277

9：00〜18：00
12月29日〜１月3日休

6 ㈱橘香堂 美観地区店 倉敷市阿知２丁目22-13︎
☎086-424-5725

9：00〜18：00
元旦休

7 ㈱倉敷国際ホテルホテル駐車場
倉敷市中央１丁目1-44
☎086-422-5141㈹︎ 8：00〜21：00

8（公財）大原美術館 倉敷市中央１丁目1-15
☎086-422-0005㈹︎

9：00〜17：00
休館日　月曜日、年末
（祝祭日の場合、７月下旬〜８月、10月は無休）

9 倉敷市観光休憩所（公社）倉敷観光コンベンションビューロー
倉敷市中央２丁目6-1
☎086-425-603︎9

9：00〜16：3︎0
年末3日休、臨時休館あり

10 ㈱倉敷アイビースクエアフロント
倉敷市本町7-2
☎086-422-0011

8：00〜21：00
１月末休館日5日間あり

愛のステーション（貸出場所）のご紹介
倉敷市観光休憩所
（公社）倉敷観光コンベンションビューロー
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入会員新
事業所名 業　　　　種 所　在　地

㈲栄伸建設 建設業、土木業、コン
クリート製品製造業 連島２－３－１１

エスブライト㈱ 導光板の製造・加工、
インターネット販売

連島中央5-7-１0
武智ビル１

㈱プロコンサービス ラーメン店（麺や寛） 福井４00－８0

㈱誠興業 プラントメンテナ
ンス業 水島西寿町３－１7

㈱ＦＩＶＥ 学習塾 東富井８６２－１

行政書士久保田勝彦
事務所

行政手続支援、
小規模事業所支援 連島町連島４３07－３

事業所名 業　　　　種 所　在　地

㈱阿地組 建設業（型枠工事） 岡山市北区福谷
１８5－１

ビジネスホテル
おおばやし（桜美林） 宿泊業 水島東千鳥町３－7

アースクラウド㈱ 足場工事、鍛冶工
事、清掃業 児島下の町7－１－１0

壽盟confiance㈱
とび､土工工事業､土
木工事業､建築工事
業､損害保険代理業

上富井52－3

晴レノヒ㈱
飲食業（居酒屋･会社
向け弁当デリバリー･
その他仕出し）

岡山市北区錦町4－11
ホテルリブマックス岡山1Ｆ

㈱ＳＵＧＩＭＯＴＯ 建設業（電気工事） 西富井1117－15

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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4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 木 年度初め式
2 金 法律相談（倉敷）

3 土
4 日

5 月

6 火 県連４月専務理事会議
7 水

8 木 新倉敷商工会館建設第７回総合定例打合せ会
知的財産相談

9 金 新入社員セミナー
10 土
11 日

12 月

13 火

14 水

15 木

16 金

17 土

18 日

19 月

20 火

21 水

22 木 新倉敷商工会館建設第７回技術定例打合せ

23 金

24 土

25 日

26 月

27 火

28 水 第20回正副会頭・専務理事会議
第586回常議員会
第21回青年部・女性会会長との意見交換会
法律相談（水島）

29 木 昭和の日
30 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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倉敷商工会議所女性会創立の思い

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～

2月例会並びにWEB懇親会開催！
　2月17日（水）、ZOOＭにて2月度例会が開催されました。
　堂処会長の挨拶、委員会報告に続き、10月に入会した新会員の自己紹介が行われました。今年度の新規入会はやむ
なく後期入会のみ。入会したものの、一堂に会することがかなわず、親交を深めることもままならないということで
オンラインでの自己PRとなりました。� � � � � � � �
　例会に続いてWEB懇親会へ。こちらは次年度も引き続き大人数での会合自粛が予測されることをふまえ、ZOOM
を有効に使ってより多くのメンバーと交流してみようと実験的な意味も含めて開催されました。
　ZOOM内で何部屋かに分かれて時間ごとにメンバーをシャッフルしながら自由にトーク。短時間ながら久々に顔を
合わせてお互いの近況を知ることでき、新たな活動の手段に期待を感じました。

令和２年度　スローガン

平成５年11月18日、岡山県下６番目の商工会議所女
性会（当時は婦人会）として、初代会長平松康子様の
もと83名の会員の賛同を得て創立されました。

既に昭和45年に結成されていた岡山商工会議所女性
会が、平成６年に「第26回全国商工会議所女性会連合
会岡山全国大会」を開催する事が決定しており、その
一端を担う必要から倉敷女性会の創立が強く望まれ、
急遽平成５年９月創立準備会、10月発起人会を経て、
11月創立総会が開催されました。

創立総会には第８代鴨井会頭、渡辺専務理事等をお
迎えし、中国銀行副頭取であった大原謙一郎氏による
記念講演が行われ、第一歩を踏み出したのです。

また、平成７年３月31日、広報委員会の皆様の努力
により広報紙「エルモス」（美しいの意）の第１号が
発行されました。以来今日まで、女性会の活発な活動
が掲載されております。

平成13年には婦人会から女性会に名称が変更され、
令和２年10月23日には丸山洋子現会長のもと、「第52
回全国商工会議所女性会連合会倉敷総会」をコロナ禍
の中オンラインで開催するまでに至りました。創立28
年目の歴史に残る快挙でした。

これからも女性会が心を寄せ合い、女性経営者の地
位向上や社会福祉の増進に向け、日々研鑽を積んでい
くことを念じてやみません。 （第３代会長　永田妙子）

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！
　３月末日までの放送です。 

お 知らせ

堂処会長挨拶 運営するメンバー。円滑な進行のために一生懸命です。

平成６年�岡山全国大会　オフホワイトのスーツで皆様をお迎え
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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）

景況DIは2期連続で改善するも、感染再拡大から先行きへの警戒感強まる
　景況全体では、DI値が▲41.6となり、前期（▲49.0）と比べ、7.4�ポイントマイナス幅が縮小し、2期連続での改善と
なった。業種別にDI値を見ると、製造業、卸売業、小売業、サービス業で改善したが、建設業では悪化した。項目別では、
依然として低い水準にあるものの、原材料・商品仕入価格を除く8項目でDI値が改善した。
　GOTOキャンペーンにより一時的に景況の持ち直しが見られたものの、首都圏を中心とした新型コロナウイルスの感染�
再拡大から、先行きへの警戒感が強まっている。

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アンケート（DI方式）　■調査対象／564社（県下商工会議所会員）　■調査時期／12月下旬　■回答企業／534社（回収率94.7％）
10〜12月分 景気観測調査

 

2 
 

１１．．景景況況 

（（１１））全全体体 
総合ＤＩ（好転－悪化）は▲４１．６と７～９月期に比べ７．４ポイントマイナス幅が縮小した。 
業種別では、製造業、卸売業、小売業、サービス業でマイナス幅が縮小した。しかし、建設業では

マイナス幅が拡大した。 
令和３年１～３月の見通し総合ＤＩは▲３３．８（前回調査時の先行き見通し総合ＤＩ▲３４．９）

となり、マイナス幅が縮小する見通し。 
 
景況 30.10-12 31.1-3 31.4-1.6 1.7-9 1.10-12 2.1-3 2.4-6 2.7-9 22..1100--1122

総総　　合合            　　553344 ▲ 8.7 ▲ 6.3 ▲ 5.1 ▲ 7.9 ▲ 12.0 ▲ 32.0 ▲ 51.7 ▲ 49.0 ▲▲  4411..66

製造業      　　182 0.0 ▲ 1.1 ▲ 4.3 ▲ 5.9 ▲ 10.5 ▲ 33.3 ▲ 61.4 ▲ 60.1 ▲▲  4466..44

建設業           92 1.2 14.1 6.9 10.6 4.6 ▲ 2.5 ▲ 14.8 ▲ 18.5 ▲▲  3300..88

卸売業           69 ▲ 14.3 ▲ 12.5 ▲ 14.1 ▲ 15.3 ▲ 15.3 ▲ 43.5 ▲ 50.7 ▲ 48.5 ▲▲  3377..77

小売業       　  84 ▲ 16.3 ▲ 10.2 ▲ 9.6 ▲ 16.7 ▲ 33.0 ▲ 41.8 ▲ 50.0 ▲ 44.7 ▲▲  3333 ..33

サービス業     107 ▲ 20.7 ▲ 23.9 ▲ 6.4 ▲ 13.3 ▲ 8.3 ▲ 36.4 ▲ 66.4 ▲ 60.0 ▲▲  5511..99  
 

  
  
＜＜参参考考＞＞  先先行行きき見見通通しし  
先行き見通し 31.1-3 31.4-1.6 1.7-9 1.10-12 2.1-3 2.4-6 2.7-9 22..1100--1122 33..11--33

総総　　合合                  553344 ▲ 12.9 ▲ 11.0 ▲ 10.6 ▲ 13.8 ▲ 18.9 ▲ 28.3 ▲ 44.0 ▲▲  3344..99 ▲▲  3333..88  
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新倉敷商工会館　完成予想図お問い合わせ先　倉敷商工会議所   総務部 TEL：086-424-2111

会員は１口１万円　役員・議員は１口 10 万円から

第１期募集期間　令和２年10月１日～令和３年３月31日まで　

建設協力金募集中
全額損金処理が可能
※20万円以上は繰り延べ資産で支出し10年で処理
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2527-6266

　お昼は何といっても日替わりランチ（税込み
750円）！ 既存の定食メニューを手頃に提供する
日もあれば、お客様の要望で新しいメニューを
作ったりもします。数え切れないほど種類があ
るので、毎日来店いただいても飽きません。ご
はんは大盛り、２杯目までおかわりが無料です。
　オススメはマーボー定食（同900円）です。ま
ろやかな甘みの後にピリッとした辛味が際立ち
ます。甘味には甘酒、辛味には手作りラー油を
使用。山椒をかければさらに風味が変わります。
　今年４月25日でオープン２年目を迎えます。
20年間、九州、京都、東京で中華の腕を磨き、
ここ水島でお店をオープン。
　自粛の影響で常連のお客様が減りましたが、
口コミで若年の新規のお客様に多く来店いただ
けるようになりました。男性には唐揚げが人気
で、女性にはさっぱりとしたユーリンチーが好
評です。
　テイクアウトはコロナ禍で利用が激増。お昼
は大変込み合いますので、お早めに注文してく
ださい。

飽きない多彩なランチ
テイクアウトお早めに

日替わりのユーリンチー定食日替わりのユーリンチー定食

甘みと辛味が際立つマーボー定食甘みと辛味が際立つマーボー定食

左から小林敬重シェフ、母・信子さん、父・文夫さん左から小林敬重シェフ、母・信子さん、父・文夫さん

　お店に入ると、明るいお母さんが話しかけてくれ
ます。お客との距離が近いアットホームなお店です。
　エビチリは海老ときのこの触感がよく、甘味と旨
味が際立っていました。ボリュームがあり、お腹いっ
ぱいになりました。　　　　　　　　　　（新谷）

〒712-8023　
倉敷市水島南緑町16-12
営業時間/11:00~14:00、
　　　　 17:00~21:00
定 休 日/火曜日（第1月曜・火曜
             は連休）

　（株）百十四銀行（本社・香川県高松市）は２月９日
（火）、医療法人誠和会（倉敷市中島）が発行した「SDGｓ
医療機関債」の手数料の一部10万円を「倉敷市新型
コロナウイルス感染症対策基金」に寄付しました。誠
和会の寄付先指定を受けて実施したものです。
　贈呈式には、倉敷市の伊東香織市長をはじめ、誠
和会の小出尚志理事長（倉敷紀念病院院長）、坂口
孝作理事（倉敷第一病院総院長）、景山靖（倉敷紀
念病院事務長）、（株）百十四銀行の西川隆治代表取
締役専務執行役員、鹿庭哲也倉敷支店長が出席。
　グループ中核の倉敷紀念病院建て替えにあたり、

「新型コロナウイルスで疲弊する倉敷に一日でも早く平
穏な日常が戻るように少しでもお役に立ちたい」とい
う意向を受け入れ、同債引受先である同行が倉敷市
に贈りました。
　倉敷市は令和２年７月、内閣府から「SDGｓ未来都
市」及び「自治体SDGｓモデル事業」に選定されており、
今回の寄付金はワクチン接種の費用に充てる予定。

　SDGｓ医療機関債は、厚生労働省のガイドライン基
準を満たした財務内容の良好な医療法人のみが発行
できる債券で、誠和会による発行は岡山県下第１号。
SDGｓには、目標３「すべての人に健康と福祉を」目
標11「住み続けられるまちづくりを」が設けられてい
ます。

目録を受け取る伊東市長と小出理事長（左から２番目）、
西川代表取締役専務執行役員（中央）

「SDGｓ医療機関債」手数料の一部を倉敷市に贈呈
医療法人誠和会・株式会社百十四銀行
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朝銀西信用
組合倉敷支店

2527-6266

　お昼は何といっても日替わりランチ（税込み
750円）！ 既存の定食メニューを手頃に提供する
日もあれば、お客様の要望で新しいメニューを
作ったりもします。数え切れないほど種類があ
るので、毎日来店いただいても飽きません。ご
はんは大盛り、２杯目までおかわりが無料です。
　オススメはマーボー定食（同900円）です。ま
ろやかな甘みの後にピリッとした辛味が際立ち
ます。甘味には甘酒、辛味には手作りラー油を
使用。山椒をかければさらに風味が変わります。
　今年４月25日でオープン２年目を迎えます。
20年間、九州、京都、東京で中華の腕を磨き、
ここ水島でお店をオープン。
　自粛の影響で常連のお客様が減りましたが、
口コミで若年の新規のお客様に多く来店いただ
けるようになりました。男性には唐揚げが人気
で、女性にはさっぱりとしたユーリンチーが好
評です。
　テイクアウトはコロナ禍で利用が激増。お昼
は大変込み合いますので、お早めに注文してく
ださい。

飽きない多彩なランチ
テイクアウトお早めに

日替わりのユーリンチー定食日替わりのユーリンチー定食

甘みと辛味が際立つマーボー定食甘みと辛味が際立つマーボー定食

左から小林敬重シェフ、母・信子さん、父・文夫さん左から小林敬重シェフ、母・信子さん、父・文夫さん

　お店に入ると、明るいお母さんが話しかけてくれ
ます。お客との距離が近いアットホームなお店です。
　エビチリは海老ときのこの触感がよく、甘味と旨
味が際立っていました。ボリュームがあり、お腹いっ
ぱいになりました。　　　　　　　　　　（新谷）

〒712-8023　
倉敷市水島南緑町16-12
営業時間/11:00~14:00、
　　　　 17:00~21:00
定 休 日/火曜日（第1月曜・火曜
             は連休）

すぐ暮らせる
部屋を短期で

新社長を先頭に
決意も新た

ネット通販のノウハウ指南

工場内にラジコンサーキット

住 倉敷市松島667-5
電 086-463-3000
営 9：00～18：00

http://www.nakaju.co.jp/

住 倉敷市中畝9丁目12-37
電 086-456-3421
営 8：00～17：00

http://bcind.co.jp

有限会社 中島住宅

株式会社 ビーシー工業

社員の短期研修、一時的な応援等
部屋の一時的な確保が難しくありま
せんか。

ウイークリー、マンスリーマンショ
ンを展開しており、幅広く、短期の需
要にお応えします。ネット無料、駐車
場付き物件。ご利用頂いたその日か
ら、通常に生活が可能です。

足を伸ばせるスペース・炊事を自由
に行える環境全室、家具・家電付き。
購入費用や引っ越し代などの余計な
出費が掛からない上、搬入する手間
も省けます。

敷金・礼金無料。ぜひ一度ご相談く
ださい。

昭和46年倉敷を拠点に創業しまし
た。地元企業様に支えられ早50年、
豊富な経験と技術を生かした産業設備
メンテナンス・保全工事と産業廃棄物
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としています。
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ります。

「ネット販売を始めたけど、思
うように売り上げが上がらない」

「SNSがうまく活用できない」そ
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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！

⃝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。
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住 倉敷市吉岡242-1
電 090-4893-1340
　　（担当：前田）
営 9：00～18：00

https://orb-rela.com

株式会社 Orb

株式会社 ツボイ工業

掲｜載｜無｜料御社の“新”をお知らせ下さい

住 倉敷市藤戸町天城1823
電 086-436-6659
営 10：00～20：00（定休日 火・木）

https://www.rcgarageg-works.com/
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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

倉敷市保健所は、市民の
健康づくりを応援します。

“若年性認知症”をご存知ですか“若年性認知症”をご存知ですか？？？？

申告・納付期限の延長について

税　目 当　初 延長後

申 告 所 得 税 ３月15日（月）

４月15日（木）個人事業者の消費税 ３月31日（水）

贈 与 税 ３月15日（月）

　職場における新型コロナウイルス感染症対策を実
施するため、次の「取組の５つのポイント」が実施
できているか確認しましょう。
▪テレワーク・時差出勤等を推進しています
▪体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルールを
定め、実行できる雰囲気を作っています

▪従業員間の距離確保、定期的な換気、仕切り、マ
スク徹底など、密にならない工夫を行っています

▪休憩所、更衣室などの“場の切り替わり”や飲食
の場など、感染リスクが高まる５つの場面での対
策・呼びかけを行っています

▪手洗いや手指消毒、咳エチケット、複数人が触る
箇所の消毒など、感染防止のための基本的な対策
を行っています

　倉敷商工会議所中小企業相談所の専門指導員等
による無料相談の令和３年度日程が決まりまし
た。相談は年度中２回まで、１回あたり３0分です。
日程は次の通りです。

　ＩＴ経営、金融、組合、環境経営、労務、貿易、消
費税は随時。夜間・休日創業相談もあります。
　相談は予約制で、実施２営業日前までに電話（☎
086-424-2111）で申し込んでください。

　認知症は65歳未満で発症した場合、「若年性認知
症」とされ、全国では４万人近くいます。高齢者
の認知症は女性が多いのに比べ、若年性の認知症
は男性に多いのが特徴です。本人や配偶者が現役
世代なので経済的な影響や子どもたちに与える心
理的な影響も大きくなります。そのため、早めの
気づきや治療、周囲の理解がとても大切です。「認
知症かも」と思ったらかかりつけの医師に相談し
ましょう。

　確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、
次のとおり延長となりました。

注）申告所得税の延納期限（令和３年５月31日）は延長
されませんので、振替納税をご利用されている場合
は、振替日が延納期限と同一日となるため、確定申
告に基づき納付いただく税額の全額を一括して振替
納税による口座引落しとなります。

〇申告期限・納付期限

〇振替日

★同じことを何度も聞く
★家電製品の使い方が分からない
★伝言したことが伝わらない
★テレビや新聞を見なくなる
★風呂に入りたがらない
★よく知っている道なのに迷う
★好きだった趣味の活動をしなくなる
★いつも同じ服を着て着替えたがらない

「職場における新型コロナ対策」
専門家相談日程

お問合せは、
岡山労働局健康安全課 TEL：086-225-2013または
倉敷労働基準監督署 TEL：086-422-8177まで

労労    基基    情情    報報  
  

＜＜  職職場場ににおおけけるる新新型型ココロロナナ対対策策  ＞＞  
職場における新型コロナウイルス感染症

対策を実施するため、次の「取組の５つのポ

イント」が実施できているか確認しましょう。 
□テレワーク・時差出勤等を推進しています 

□体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるル

ールを定め、実行できる雰囲気を作っていま

す 

□従業員間の距離確保、定期的な換気、仕切

り、マスク徹底など、密にならない工夫を行

っています 

□休憩所、更衣室などの“場の切り替わり”

や飲食の場など、感染リスクが高まる５つの

場面での対策・呼びかけを行っています 

□手洗いや手指消毒、咳エチケット、複数人

が触る箇所の消毒など、感染防止のための基

本的な対策を行っています 

 

 

取組の５つのポ

イント（厚労省） 
５つの場面 
（内閣官房） 

コロナ関連情報

（岡山労働局） 

   

お問合せは、岡山労働局健康安全課 TEL：

086-225-2013 または倉敷労働基準監督署

TEL：086-422-8177 まで 

取組の５つのポ
イント（厚労省）

５つの場面
（内閣官房）

コロナ関連情報
（岡山労働局）

認知症気づきポイント

法律相談 知的財産相談
４月

�５月

�６月

�７月

�８月

�９月

10月

11月

12月

�1月

�2月

�3月

2日(金)

14日(金)

�4日(金)

�2日(金)

�6日(金)

�3日(金)

�8日(金)

�5日(金)

�3日(金)

14日(金)

�4日(金)

�4日(金)

28日(水)

26日(水)

23日(水)

28日(水)

25日(水)

22日(水)

27日(水)

24日(水)

22日(水)

26日(水)

22日(火)

23日(水)

�8日(木)

13日(木)

10日(木)

8日(木)

19日(木)

9日(木)

14日(木)

11日(木)

9日(木)

13日(木)

10日(木)

10日(木)

税　目 当　初 延長後

申 告 所 得 税 ４月19日（月） ５月31日（月）
個人事業者の消費税 ４月23日（金） ５月24日（月）
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E‒mail:info@sasabe.co.jp
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業務日誌（2月度）

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２月調査結果）

業況DIは、緊急事態 宣言の影響続き、一進一退
先行きは、不透明感続くも、持ち直しを見込む

2日 県連２月専務理事会議（ハイブリッド）
3日 第４回５商工団体コロナ対策協議会
倉敷天領夏祭り第２回企画会議
新倉敷商工会館建設工事鉄骨検査
青年部臨時常任理事会（オンライン）
令和２年度共済制度加入者謝恩事業「プレミアムランチ」

4日 令和２年度共済制度加入者謝恩事業 ｢プレミアムランチ｣
5日 青年部第７回役員会（オンライン）
青年部令和３年度第２回役員予定者会議（オンライン）

6日 オンラインくらしき起業塾・個別相談
9日 医療・福祉部会メンタルヘルス出張セミナー（オンライン）
12日 新倉敷商工会館建設第６回技術定例打合せ会

第５回５商工団体コロナ対策協議会
日本YEG第294回役員会（オンライン）

14日 第221回珠算能力検定・第140回暗算検定・第131回段位認定試験
15日 日商「地域ＢＣＭ研究会」（オンライン）
17日 第87回リテールマーケティング（販売士）検定試験

青年部第５回例会（オンライン）
18日 日商第703回常議員会（オンライン）

倉敷お宝発見ＥＣモールを活用したＢｔｏＣ支援事業報告会
19日 倉敷天領夏祭り打ち合わせ

青年部第８回常任理事会（オンライン）
令和２年度経営指導員等資質向上研修会

24日 第18回正副会頭・専務理事会議
第584回常議員会（ハイブリッド）
新倉敷商工会館カフェ・レストラン出店者ヒアリング

25日 第６回５商工団体コロナ対策協議会
会報編集会議

26日 新倉敷商工会館建設第７回技術定例打合せ会
倉敷天領夏祭り第２回実行委員会

28日 第157回簿記検定試験

※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
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　中国向けの生産増が続く自動車関連やデジタル投資の増
加を背景に需要が伸びている半導体･電子部品関連の製造
業のほか、巣ごもり需要により飲食料品や家具家電の売上
が堅調な小売業が全体を押し上げた。一方、10都府県に
おける緊急事態宣言の延長に伴う営業時間の短縮やGoTo 
キャンペーンの一時停止により、客足が落ち込む外食産業
や観光産業では苦戦が続く。同業種でも扱う商材などによ
り好不調が分かれる状況もうかがえるほか、新型コロナウ
イルス感染対策のコスト増加による収益圧迫などもあり、
中小企業の景況感は足元で鈍い動きが続いている。

　コロナ禍の収束が見通せない中、新たな借入への懸念や、
雇用調整助成金の特例措置などの政策効果剥落後の資金繰
り悪化、春の観光需要喪失を不安視する声は多く、先行き
の不透明感から、中小企業においては慎重な姿勢を崩して

いない。一方、半導体･電子部品関連の生産増や巣ごもり
消費による下支えのほか、新型コロナワクチンによる感染
抑制に期待する声も聞かれた。

 全産業合計の業況DIは、▲46.8（前月比＋2.7ポイント）

 先行き見通しDIは、▲39.3（今月比＋7.5ポイント）

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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▪２月号のクロスワードパズルの答えは当所ホームページにて公開しています。

　画面上部から降り注ぐ光が照らし出す情景は、タイトルからすると、深
海の中なのでしょう。魚の群れやクラゲ、タツノオトシゴといった生き物が
見えます。しかし一方で、画面左上には帆船が浮かんでいます。そして何
より目を引くのが、人間のような胴体に猫のような頭部をもった謎の生物。
生物の後ろには貝殻と花びらが配され、深海の情景というには不可思議な、
本来ならば共存し得ないようなイメージ同士が組み合わされています。
　これらのイメージは、雑誌に掲載されていた写真を組み合わせて構成さ
れたものです。古賀は第一次世界大戦後、西洋から伝えられた新しい美術
の動向をいち早く作品に取り入れました。その中で、本作のように、シュ
ルレアリスムの表現で用いられる、互いに関連のないイメージの寄せ集め
によって画面を構成する作品も生み出しました。
　生まれつき病弱であった古賀は、本作を完成させた1933年、38歳の若
さでその生涯に幕を下ろしました。

古賀春江（1895ｰ1933）《深海の情景》　1933年　油彩、画布　129.0×161.0cm

　新型コロナウイルス感染症の流行とともに入所して、はや１年が経ちました。２つ
の意味で“新生活”が始まって、度重なる課題への苦悩と、この状態がいつまで続く
のかという見えない不安の日々。しかし、いつしかそれに順応していくしかないこと
に気づきました。コロナが終息しても、“新”を受け入れる姿勢は大切だと思います。
　個人的に気になることがひとつ。自宅の滞在時間が増え、食べて寝てを繰り返す牛
のような生活をしていたら自粛太りしました。年女です。　（新谷）

公益財団法人

大原美術館
学芸員

長谷川　祐里

　この作品の横幅は161センチ。私が
寝そべっても、作品の方が10センチ以
上大きいです。作品が大きいの？私が
小さいの？大きな作品とはつい背比べ
をしてしまいます。

休館日：月曜日（祝日の場合は開館）
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.6

編 集 後 記

Editor,s Note

　現在、開館時間を短縮しております
が、4月からは通常の9:00～17:00での
開館となります。（最終入館16:30）
　ご自身の体調をご確認のうえ、マスク
を着用してご来館ください。

Mem�i�ofK��hiki
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　写真帳のキャプションには「中国四国商工会議所理事会　昭和五年十一月二十一日　二十二
日　当商工会議所」と書かれていました。倉敷商工会議所が発足してから１年８カ月後です。
　撮影場所は大原美術館で、大原孫三郎初代会頭の姿が見えます（前列右から2人目）。同美
術館は昭和5年11月５日の完成ですので、その16日後か17日後に撮影されたことが分かります。
　写っているのは15名。当時、中四国で設立されていた商工会議所は、鳥取、米子、倉吉、松江、
岡山、倉敷、津山、広島、尾道、呉、福山、下関、徳島、高松、松山、今治の16商工会議所です。



（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


