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株式会社浦辺設計　代表取締役　西村　清是
Vo l .21 新旧調和の実現でメモリー継承

　浦辺鎮太郎はかつて大山市長から「君のやっておるやつを
一言で言えば何だ」と問われて、「それは新旧調和です」と答
えている。浦辺のいう新旧調和は元倉敷での仕事を意識した
もので、木造の町並みはコンクリートに比べれば脆弱なため、
建築家が勝手気ままに造って、あとは町が同化してくれると
願っても、それはかなわない。必ず、既存の町並みが負けて
しまう。それゆえ、新しい建築はそれ自身の中に、古い町並
みの良いところを含んでいなければならないとするものだ。
　新倉敷商工会館は元倉敷にあるわけではないが、元倉敷を
中心にしてみた時の外輪部の最重要地点にあり、良好な倉敷
らしい町並み形成は必要不可欠と言ってよい。このシリーズ
の初号でも述べたが、隣家のガラスの曲面壁と共に、表通り
から奥に引き込むトラップをつくり、古き良き路地文化に通ず
る新しい倉敷らしさを追求した。将来的には路地奥にカフェ
が設けられ、倉敷市民が親しみを持って訪れる場となるはず
であるが、当面は森のような豊かな緑でその役割を果たした
い。元倉敷も路地奥に見事な屋敷林が出現し、来訪者を驚か
すが、町に実力がなければそのような緑は望むべくもない。

　新倉敷商工会館はある意味で現倉敷商工会館の命を引き
取ることになる。建築がある土地の上に再生を繰り返すとき、
何をなすべきかを問うてみる。私は師・松村を通して浦辺流
を学んだ身であるが、師から常に人間の五感を大切にするこ
とを教わった。中でも足触りこそ大切だ。私は足触りを通し
て現商工会館の記憶をたどることとした。

木綿往来に通じる万成石の活用
　現倉敷商工会館は様々な時代の変遷の中で愛され使い古さ
れてきたが、玄関ポーチの基壇を構成する万成石は変わるこ
となく柔らかい足触りと表情で人々を迎えている。現代では
これと同様の階段をエントランスに設けることはできないが、
来訪者が必ず足を乗せるであろう部分にこの石を移設したい。
そして、新倉敷商工会館の防災性能上のポイントである１階
から２階につながる船の階段脇にも石の階段の一部をそっと
添わせることにする。エントランスにはこの石を用いて定礎石
も設けたい。このように素材を本当の意味で使い尽くすこと
は浦辺と同時代を生きた外村吉之助の思想「木綿往生」に通
じるものでもある。
　現代は新しい万成石を手に入れることは極めて困難だ。来
訪者がこの使い古された万成石に気付くとき、現商工会館の
メモリーとして未来に語り継がれることを望むと共に、浦辺自
身がそうであった倉敷人が認めるところの新旧調和を実現し
たい。

玄関の階段に使われている万成石

西村清是（にしむら・きよし）
1954（昭和29）年、大阪生まれ、大阪大
学工学部環境工学科卒。浦辺建築事務所（現
浦辺設計）入社後、千里阪急ホテル、西鉄
グランドホテル、ホテル日航成田や大原美術
館、倉敷国際ホテル等の浦辺作品の増築・
改修に携わった。2006年から現職。
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【倉敷市新型コロナウイルス対策取組宣言促進事業費補助金】
対　　　象：「新型コロナウイルス対策取組宣言」を行う市内の法人又は個人事業主
対　象　経　費：４月１日(木)から７月31日(土)までに購入した物品（指定あり）
※「取組宣言」はＷＥＢで申込可、「補助金」の申請書・実績報告書等はホームページから
　ダウンロード可
補助上限額：10万円 
補　助　率：４/５
申　請　締　切：９月30日(木)まで（実績報告書は11月１日(月)まで）

【月次支援金】
対　　　象：緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短
営業又は外出自粛等の影響を受け、2021年の対象月の月間売上が、2019年又は
2020年の同月比で50％以上減少していること
給　付　額：［2019年又は2020年の基準月の売上］－［2021年の対象月の売上］
　　　　　〈中小法人等〉最大20万円/月、〈個人事業者等〉最大10万円/月
申　請　期　間　６月分：７月１日～ ８月31日 
　　　　　　　　７月分：８月１日～ ９月30日 
　　　　　　　　８月分：９月１日～10月31日

【岡山県飲食店等一時支援金（第2期）】
対　　　象：外出機会の減少による影響を受け、４～６月のいずれかの月間売上
が令和元年比または令和２年比で30％以上減少している事業者
給　付　額：法人40万円　個人事業者20万円
締　　　切：９月30日（木）（当日消印有効）

【岡山県大規模集客施設協力金（第２期：６月1日～６月20日）】
対　　　象：建築物の床面積が1,000平方メートル超の施設を運営し、県からの
要請に応じ時短営業を行った事業者
支　給　額：1日当たりの支給額（千円未満切り上げ）により、県の要請に協力した
期間（日数）を乗じた額

マスクやアルコール消毒液など感染予防対策費の一部を支援

売上減少が50％以上

売上減少が30％以上

時短営業に協力した大規模集客施設事業者とそのテナント事業者

充実するコロナ支援策
　長引くコロナ禍の中で、国や自治体の支援策が充実し、倉敷商工会議所にも申請が相次いでいます。
４月26日（月）から始まった「倉敷市新型コロナウイルス対策取組宣言促進事業費補助金」は、７月末時
点の申請件数は756件。第1期で約1,600件の事前確認申請が寄せられた「岡山県飲食店等一時支援金」
は、第２期が７月30日（金）より始まっています。201件の申請があった経済産業省の「一時支援金」に代
わって、現在「月次支援金」が受付期間となっています。そこで、現在利用できる補助金を含む主な支
援策をまとめました。

倉敷商工会議所
086-424-2111㈹
受付時間 ９：00～17：30
　　　　（土日、祝日除く）
URL
https://kurashiki-chambers.
jp/subsidy/

コールセンター
0120-211-240
03-6629-0479（IP電話等）
受付時間　８：30～19：00
　　　　（全日対応）
URL 
https://ichijishienkin.go.jp/
getsujishienkin/

コールセンター
086-226-7972
受付時間　　９：00～12：00
　　　　　13：00～17：00
　　　　（土日、祝日除く）
URL 
https://www.pref.okayama.
jp/page/726538.html

コールセンター
086-201-2199
受付時間　９：00～18：00
　　　　（土日、祝日除く）
URL
https://www.pref.okayama.
jp/page/719928.html

お問合せ先・ホームページ
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【宿泊事業者感染防止対策等支援事業補助金】
対　　　象：県内で宿泊施設を経営する宿泊事業者
対　象　経　費：設備改修、機器類購入等
対　象　期　間：令和２年５月14日以降に実施し令和４年１月31日までに完了
補助上限額：500万円　補助下限額：10万円 
補　助　率：１/２以内　※予算額内に調整する場合あり
申　請　締　切：８月31日(火)（17時必着）

【事業再構築補助金】
対　　　象：中小・小規模事業者等令和２年10月以降で連続する６か月間のうち
任意の３か月の合計売上高が前年比で10％以上売上減少
対　象　経　費：建物費、機械装置・システム構築費、広告宣伝・販売促進費など
補　助　額：100万円～１億円
補　助　率：原則２/３
　　　　　　※jGrantsによる電子申請のみ

【小規模事業者持続化補助金】
対　　　象：小規模事業者
対　象　経　費：機械装置等費、広報費（ＨＰ、チラシ）等
補　助　上　限：50万円もしくは100万円
補　助　率：２/３または３/４
〈一般型〉　第６回受付締切：10月１日（金）当日消印有効
〈低感染リスク型ビジネス枠〉
　　　　　　第３回受付締切：９月８日（水）17時まで
　　　　　　※jGrantsによる電子申請のみ
　　　　　　※感染リスクの低下に結び付かない取組は対象外

【IT導入補助金】
対　　　象：中小企業・小規模事業者等
対　象　経　費：国の指定するITツール導入費等
補　助　額：30～450万円
補　助　率：１/２以内もしくは２/３以内
　　　　　　※jGrantsによる電子申請のみ

宿泊事業者の感染症予防対策や前向き投資を支援

新分野の展開、業態業種事業転換に取り組む事業者を支援

小規模事業者の販路開拓等の取り組みを支援

ITツール導入による業務効率化等を支援

〈お問い合わせ〉倉敷商工会議所　中小企業相談所　TEL:086-424-2111㈹

〈1日当たりの支給額〉
「時短営業を行った自己利用部分面積（1,000㎡毎を１単位）」×20万円×時短率
（「要請に応じて短縮した時間」/「本来営業時間」）
　※「テナント事業者等に対する協力金」は、「時短営業を行った店舗等面積（100㎡毎を１単位）」×２万円×時短率
（「要請に応じて短縮した時間」/「本来営業時間」）
　締　　　切：８月31日（火）（消印有効）

（公財）岡山県産業振興財団
経営支援部　新型コロナウ
イルス特別対策室
086-286-9693
受付時間　　９:00～17:15
　　　　　（土日、祝日除く）
URL
https://www.optic.or.jp/okayama-
ssn/info_detail/show/616.html

コールセンター
0570-012-088
03-4216-4080（IP電話等）
受付時間　9:00～18:00
　　　　（日・祝日は除く）
URL 
https://www.meti.go.jp/covid-19/
jigyo_saikoutiku/index.html

▪持続化補助金〈一般型〉
コールセンター
03-6747-4602
受付時間　９:30～12:00
／13:00～17:30（土日、祝日除く）
URL
https://r1.jizokukahojokin.info/

▪持続化補助金
〈低感染リスク型ビジネス枠〉
コールセンター
03-6731-9325
受付時間　　９:30～17:30
　　　　　（土日、祝日除く）
URL
https://www.jizokuka-post-corona.jp/

コールセンター
0570-666-424
042-303-9749（IP電話等）
受付時間　　９:30～17:30
　　　　　（土日、祝日除く）
URL
https://www.it-hojo.jp/
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「新しい生活様式」取組宣言　1600事業所に迫る⑧
　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８日現在で1595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
　韓流の店とうがらし（浜の茶
屋）、フラワーバー（阿知）、酒楽・
優美（阿知）、リブラ（阿知）、一凛（阿
知）、古民家酒場 魚ゆう（川西町）、
喫茶北（帯高）、カモ井㈲（中央）、
居酒屋ひまわり（川西町）、㈱拓栄

（南畝）、とんかつひらい（中島）、
㈱パワープラント（藤戸町天城）、
drink station満（水島東常磐町）、
ひなたの台所（水島東弥生町）、ア
ネモス（連島中央）、そば処ふくい
ち（藤戸町藤戸）、PIZZAドコロ
NOLA（中央）、Tee Be Roo（鶴
形）、とんかつ椰子（笹沖）、カラオ
ケ道場岬（笹沖）、中華マシマロ（水
島南緑町）、おうち居酒屋美佐子

（南町）、まりんどーる（中央）、茶
房みなとや（本町）、Heaven（阿
知）、GLgh（阿知）、BiBi（阿知）、
PERSEPHONE（阿知）、カレー
パン専門店白壁庵（中央）、居酒屋
櫂（阿知）、トラットリアポルコロッ
ソ（西中新田）、花梗（老松町）、韓
和厨房櫻や（中島）、麺や寛（中島）、
㈱I.C.G（阿知）、㈲熱田屋、（黒崎）、
モ ツ 鍋 タ ケ ダ（ 水 島 東 栄 町 ）、
SALLY.K（川西町）、雅の家（東塚）、
中華そばあずま（阿知）、ブラッス
リーエール（鶴形）

小　売　店
　Amber（片島町）、杉田電機㈱

（川西町）、㈱難波電機店（中島）、
菓子工房プチ・ブラン（中島）、い
ただにバイクショップ（水江）、
GREENHOUSE倉 敷 店（ 鶴 形 ）、
㈱アムス倉敷店（阿知）、セブンイ
レブン倉敷安江店（安江）、同倉敷
堀南店（堀南）、同倉敷西中新田店

町連島）、㈲ヤマニ（浦田）、ワタ
ナベ工業㈱（連島町西之浦）、孔雀
㈱（西阿知町）、めいほうメディカ
ル㈱（中島）、㈱リノックス（浜ノ
茶 屋 ）、ROMEOBLEU（ 沖 ）、
CPサ ロ ン ニ ー ケ（ 中 島 ）、 ㈱
Laidvack（中島）、マキノ電機工
業㈱（吉岡）、㈲岡田保険事務所（八
王寺町）、きび美ミュージアム（中
央）、工房イクコ（中央）、㈱ミズ
ケイ（白楽町）、aroma room ひ
なな（本町）、NPO法人倉敷町家
トラスト（東町）、LOPE hair（鶴
形）、㈲小林化成（中島）、嘉陽製
作㈱（中島）、かわた不動産（中島）、
㈱岡山トレジャーシステム（鶴
形）、学研教室安江教室倉敷塾（安
江）、kamiya（福田町古新田）、
ハウスドゥ倉敷福田店（福田町古
新田）、みやけ内科小児科医院（福
田町古新田）、にこぺいんとショー
ルームGAINA.LAB（大島）、五
島築炉工業（南畝）、岩盤健康革命

（吉岡）、マルヤマ機工㈱（西田）、
㈱トクラ（水江）、㈱ハヤシ（加須
山）、㈱エステック・ウエカワ（南
畝）、同JFE事業所（水島川崎通）、

（公財）倉敷市スポーツ振興協会
（四十瀬）、フォーチュン（西田）、
山本縫製工場（藤戸町藤戸）、山陽
運輸機工㈱（南畝）、光矢工業㈱（南
畝）、㈱孝進設備（西田）、㈱大村
建設（帯高）、特別養護老人ホーム
くらしき（亀山）、サブウェイ（水
江）、㈱大和テック（東塚）、㈲岡
商（東塚）、児島エネルギーセン
ター㈱（東塚）、いわま鍼灸院（中
畝）、栄進建業㈱（南畝）、三菱オ
ブリガス中国㈱（中庄）、㈲住宏建

（西中新田）、同倉敷福井店（福井）、
同倉敷堀南店（堀南）、タイヤガー
デン倉敷（新田）、Honda cars 倉
敷東 笹沖店（吉岡）、同中庄店（平
田）、スタジオドルフィン（西富
井）、㈱クロスウイング（浜ノ茶
屋）、みのりや㈱（中畝）、桃里庵・
果 樂 ㈱（ 浅 原 ）、Boulangerie 
mugi（阿知）、サンワ写真（八軒
屋）、サンヨーマイカーセンター

（八軒屋）、㈲塩津石油店（加須山）、
ルフォワイエ㈲（有城）、上島提灯

（本町）、森田酒造㈱（本町）、デン
エー水島店（連島中央）、同連島店

（連島町西之浦）、エマーユ（阿知）、
㈱G-WORKS（藤戸町天城）、CP
サロンマリカ（早高）、ヘアーサロ
ンジョイ（南畝）、㈲ツーアンド
フォー（宮前）、ローソン倉敷阿
知二丁目店（阿知）、POLA倉敷新
田店（新田）、㈲酒井鮮魚（鶴形）、
tesoro（阿知）、イオンモール倉
敷glorycrew（水江）、㈲オクダ
サイクル（中央）、FLAT倉敷美観
地区店（中央）、倉敷豆柴カフェ（中
央 ）、 陶 備 堂（ 阿 知 ）、GOLDEN 
NUGGET BUDDIES（ 阿 知 ）、
atelier tonerico（西中新田）、軽
カーPLUS倉敷店（中島）、ハート
薬局中島店（中島）、アオキ薬局（中
島）、㈱川村商店（中島）、だがし
や小町（吉岡）、ワカバ薬局（八王
寺町）、呉服つるがた（新田）、花
むしろ（本町）、山陽石材（中庄）
日の出屋商店（呼松）、大橋帽子店

（阿知）
共　　通

　ECCジュニア鶴新田教室（連島
町鶴新田）、㈱イシダ工務店（連島
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設（堀南）、同新田事業所（新田）、
中国三愛ガスサプライ㈱（中庄）、
㈱岡山ウッドハウス（四十瀬）、㈱
リーフ（四十瀬）、(医)創和会しげ
い病院（幸町）、第一生命倉敷第三
営業オフィス（昭和）、㈱倉敷トラ
スト総合会計（二日市）、とら醤油
㈱（酒津）、菱自梱包㈱（水島明神
町）、同水島物流倉庫（松江）、金
光運輸㈱（水島南亀島町）、エイミ
美容室（連島町鶴新田）、ハウスペ
イントグループ㈱（連島町西之
浦）、三友土地開発㈱（東富井）、
Bros.㈱（白楽町）、水島プレス工
業㈱（福井）、介護施設グループ
ホーム福島の里（福島）、プジョー
倉敷（沖）、大永運輸倉庫㈱（南畝）、
マルクラ食品㈲（加須山）、㈲杉原
鉄工所（西田）、㈲フラップ（粒江）、
㈲あくらケアサービス（粒江）、㈱
稲田石材加工店（加須山）、㈱ダイ
シン機工（亀山）、カルド・サービ
ス㈱（高須賀）、山口行政書士社会
保険労務士事務所（鶴形）、㈲コル
サモーターサイクルズ（八軒屋）、
矢部興産㈲（連島中央）、あかりデ
イサービス（連島）、㈱沖テック（連
島町鶴新田）、㈱水島臨海サービ
ス（水島川崎通）、ふなびき歯科（水
島南亀島町）、やべ内科クリニッ
ク（連島中央）、はなまる青果㈱（連
島町鶴新田）、(医)浅桐産婦人科（連
島町鶴新田）、共進運輸倉庫㈱（連
島町鶴新田）、美容室ブルージュ
神田店（神田）、平尾理容店（水島
南瑞穂町）、常磐興業㈱（水島西常
磐町）、つねみつ歯科医院（黒崎）、
ビサン機工㈲（福田町福田）、山崎

ビューティーカレッジ（寿町）、
JPジョブズ（神田）、㈲ガンバオー
ト（中島）、タイオンデイトレ倉敷

（中島）、㈲横溝建設（中島）、(医)
明風会（中島）、㈲オノコウ（黒崎）、
㈱小野幸建設（黒崎）、㈲サポート
スタッフ時栄（白楽町）、(協)レイ
ンボー・カフェ・プロジェクト（白
楽町）、(医)録屋馬越歯科医院（福
田町古新田）、倉敷さくら離宮（粒
江）、㈱阪本（粒江）、㈱河野組（黒
石）、グループホームあなたのふ
るさと萌（黒石）、㈱昭栄設備（吉
岡）、セトロジスティックス㈱（水
島海岸通）、㈱ハッピーマルベリー

（水島南瑞穂町）、三成興業㈱（水
島海岸通）、松岡商店（日ノ出町）、
㈲代全（日吉町）、㈲万寿製麺所（寿
町）、てぜん内科クリニック（水
江）、倉敷米肥㈱（幸町）、ひだま
りカンパニーパソコン教室（有
城 ）、Rush hair（ 黒 崎 ）、Hair 
Lei（福田町福田）㈱双葉製作所
水島支社（松江）、㈱倉敷御膳奉行

（東塚）、菱水産業㈱（松江）、㈲長
塩工業（松江）、㈱山成工業（松江）、
㈱玉機プラントテックス水島営業
所（松江）、ハート訪問介護事業所

（東塚）
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

プラント㈱水島営業所（水島川崎
通）、訪問看護ステーションみこ
と（藤戸町天城）、ビーフラット美
容室（福島）、あおぞら警備（黒崎）、
倉敷青果荷受組合（西中新田）、か
すみ商事㈱（粒江）、博多一幸舎（水
江）、ココカラファインイオンモー
ル倉敷店（水江）、㈲末藤運送（粒
江）、㈱ツボイ工業（藤戸町天城）、
同水島事務所（水島川崎通）、㈱堀
口電機（藤戸町天城）、(医)わいわ
いクリニック（藤戸町藤戸）、うえ
むら歯科医院（藤戸町藤戸）、㈲ア
クア・プラン（藤戸町天城）、㈱星
島組（藤戸町天城）、㈱大成創業（東
塚）、三共水産㈱（呼松）、㈱三景
工業（連島中央）、倉敷就労支援セ
ンターいろえんぴつ（西中新田）、
らくらく堂（宮前）、弘化産業㈱（連
島町鶴新田）、㈱三宅工業所（連島
町鶴新田）、川上建設㈱（連島町連
島）、㈱ハッピースタジアムハピ
スタ沖新（沖新町）、ビューティー
ミュージアム モナコ店（沖新町）、
同ニース店（昭和）、ユニバーサル
ボーテ アマルフィ店（羽島）、エ
ニタイムフィットネス倉敷福島店

（黒崎）、同倉敷連島店（連島中央）、
POLA倉敷さんすて店（阿知）、倉
敷ハウジング㈱（片島町）、岡下珠
算塾（水江）、㈲トリタニ（堀南）、
㈱fluffi（片島町）、きさいや（堀南）、
さ え き 歯 科 医 院（ 広 江 ）、color 
drop（鶴形）、くぬぎ整体（西中
新田）、㈱フェイスウォッシュ（西
中新田）、marco（美和）、㈱シン
ワコーポレーション（二日市）、㈱
拓建（西中新田）、専門学校倉敷
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尾道店

Kurashiki 6 

幸町東
交差点

幸町西
交差点

山陽本線

●

●

●

●しげい病院

倉敷税務署

429

La Belle Vie

セブンイレブン
倉敷幸町店

平松エンタープライズ㈱
本社

代　表　安井　由美子

ポーセラーツ・グルーデコサロン La Belle Vie（ラベルヴィ）

はじめまして vol.
❶❽❼

絵付け、アクセサリーづくりをレッスン
　真っ白な器に転写紙等で自由
に絵付けを楽しめる「ポーセラー
ツ」、スワロフスキー等を使ってき
らめきが美しいアクセサリーを作れ
る「グルーデコ」のサロンを開いて
８年になります。
　レッスンでは季節感を大切にし

ています。四季折々の花鳥風月を
意識し、上質で美しい食器やアク
セサリーを作っていただけます。
　コロナ禍で制限が多いこの時代
だからこそ、日々の暮らしを丁寧に
豊かに過ごす大切さをお伝え出来
るよう、細心の対策を取りながら

レッスンを行っています。
　今までも、外部の定期講座、団
体や企業での出張レッスン、百貨
店での展示販売会など幅広く活動
してきましたが、今後はウエディン
グや教育分野でも活動を行ってい
きたいと思っています。

〒710-0051　倉敷市幸町1－1－1001
ＴＥＬ　090－4570－5282
営業時間／10:00～16:00
　　　　　金・土 10:00～16:00、 19:00～21:00
定 休 日／日曜日
https://labellevie0626.com

　第39代倉敷小町の最終審査が７月17日（土）、倉
敷公民館で行われ、岡山大学２年渡邊紗千さん（20）、
ノートルダム清心女子大学２年小池優依さん（19）、
岡山大学1年河田紗華さん（18）＝いずれも同市＝
が選ばれました。
　応募者約50名の中から１次審査を通過した10名が
出席。審査員９人の前で特技を披露したり、自身が
思う倉敷の魅力を発表するなど、最後のアピールを
行いました。
　新倉敷小町はこれからの１年間、さまざまな活動
を通じて倉敷の魅力を岡山県内外にPRする予定で

「倉敷の魅力をもっと伝えていきたい」と意気込み
を語っていました。
　最終審査は例年、倉敷天領夏祭りに合わせて公開

で行われていますが、昨年に引き続き新型コロナウ
イルス感染防止のため、関係者のみで行われました。

第39代倉敷小町が決まりました

第39代倉敷小町に選ばれた
（左から）渡邊さん、小池さん、河田さん



　「人と人との想いを花で繋げ、寄り添う力となり
たい」との志のもと、昨年２月に創業し、フラワー
デザイン教室を中心に活動しています。化学研究機
関での職歴を持ち、アートと科学を取り入れた個性
ある教室やワークショップも展開しています。
　教室は倉敷市内の様々な会場を借りて、毎月６回
開催しています。コミュニティー創出とフラワーセ
ラピーの要素も取り入れ、心身の健康増進の手助け

を心掛けています。
　また、小学６年生までを対象に、「ワクワクお花
の実験教室」を開催。花を楽しみながら、遊びの要
素を取り入れた観察や実験を通し、創造力育成をサ
ポートしています。
　フラワー商品販売やセミナー、コラボ商品企画な
ども行っています。ご興味のある方は、お気軽にお
問い合わせください。
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Vol.204ナイススマイル

Nice Smile

　40年以上親子２代にわたり、連島れんこん栽培を
手掛けています。連島れんこんは色白でシャキシャ
キ食感が特徴。栄養価も高くレモン果汁並みのビタ
ミンCがあると言われており、健康が気になる方に
もおすすめの食材です。
　弊社は「少しでも質の良いものを」を信条に土壌
づくり、あぜづくりから丁寧にレンコンを育ててい
ます。れんこん田は粒子の細かい油砂を用いており、

その奥深くで育ったれんこんは、シャキシャキ感と
適度な柔らかさがあり、蒸すとホクホクになり、調
理の仕方で様々な食感を味わえます。８月は収穫期
ですので、従業員一致団結してがんばります。
　主に市場に卸しておりますが、一般個人の方にも
販売しています。連島れんこんをお探しの際は、弊
社の精魂込めたれんこんをお選びいただければ幸い
です。

株式会社 浜田農産
〒712-8006
倉敷市連島町鶴新田1450-3

TEL 086-446-6132
営業時間　
 8 月～9月末　10:00~13:00
10月以降　　　12:00~16:00

定　休　日　火曜日、土曜日

メ　ー　ル

花道草
［教室開催場所］
〒710-0812
倉敷市北浜町8−7
小野洋瓦有限会社2階

TEL 080-7663-2688

営業時間　10:00～18:00

定　休　日　不定休

メ　ー　ル

自社HP

Loutus2018@hotmail.
com

info@hanamichikusa.
com
https//hanamichikusa.
com
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高梁川流域「倉敷三斎市」は、流域の新鮮な野菜や果物、加工品や工芸品など地産地消と「高梁川流域連携中枢都市圏構想」
推進への貢献を目的として開催しています。
現在は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止していますが、おなじみのお店を紹介します。
気になるお店があれば、「倉敷三斎市」ホームページ（https://sansaiichi.com/）に詳細を掲載しています。

高梁川流域「倉敷三斎市」高梁川流域「倉敷三斎市」
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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

 非日常空間でリモートワーク 
倉敷物語館では Wi-Fi の強化を行

い、さらに快適なネット環境で貸室を

ご利用いただけるようになりました。 

 

ネットを使った会議から動画配信など、様々なジャンルのご利用が可能です。 

この機会にぜひ！倉敷物語館の貸室をご利用ください。 

 

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

（株）エフピー通販 （有）真　夢
■ シーチップスの製造販売 ■ 地産地消ドレッシング、醤油各種

住所：倉敷市西阿知町新田658-14
TEL：086-465-3551
URL：http://www.setosea.com/

住所：倉敷市酒津2675-3
TEL：086-430-2214
URL：http://www.mayukoubou.co.jp/

エビやイワシやタラ、ママカリなど鮮度抜群の採れた
て魚介をおやつや酒肴にぴったりのシーチップスに。
なかでもおすすめは「たらのあぶり焼」です。
ノンフライ製法＆脂質ゼロのヘルシーおやつとして人
気を集めています。

おすすめは「ゆずごまドレッシング」と「ゆずだいこん
ドレッシング」です。
原料は美作の大根と柚子、それに奄美大島のきび酢
を使用しています。
とことんまで原料にこだわりぬいた逸品は他にはない
味に仕上がっています。
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URL：http://www.mayukoubou.co.jp/

エビやイワシやタラ、ママカリなど鮮度抜群の採れた
て魚介をおやつや酒肴にぴったりのシーチップスに。
なかでもおすすめは「たらのあぶり焼」です。
ノンフライ製法＆脂質ゼロのヘルシーおやつとして人
気を集めています。

おすすめは「ゆずごまドレッシング」と「ゆずだいこん
ドレッシング」です。
原料は美作の大根と柚子、それに奄美大島のきび酢
を使用しています。
とことんまで原料にこだわりぬいた逸品は他にはない
味に仕上がっています。

入会員新
事業所名 業　　　　種 所　在　地

カフェ五番館 飲食店（喫茶店） 福田町浦田２３９１－５１

そら整体院 頭痛専門整体 宮前２８７－２６
サンライフ倉敷Ｃ－２０２

㈱橋口断熱 熱絶縁工事 日吉町３４０－５

友栄運輸㈱ 運輸業 青江７６７

咲屋 気功師 水江８７０－４

中華マシマロ 飲食（中華料理） 水島南緑町１６－１２

㈱拓建 タンク工事 西中新田１７５－３

ケーキ茶屋和心 菓子製造、販売 羽島833－1

中晴工業 総合建設業 連島町西之浦914－1

イトハンボンボン ペット美容、ホテル 羽島209－1

㈱サイマネジメント 健康食品等の輸出業務 西坂1342－42

（弁）ＶＩＡ支所
倉敷みらい法律事務所 弁護士業務 阿知1－5－17

マルカンビル倉敷駅前3階
お好み焼　陽だまり 飲食業（お好み焼き、

焼うどん、焼きそば）
鶴形1－4－4
倉敷デパート103

事業所名 業　　　　種 所　在　地

エヌ・エス 大工工事業の請負 中島３004－3
グラシオッソブローテ203

焼鳥酒房「辰味屋」 飲食業 連島3－3－1

㈱ミズチカ 建設業 林538－1

総合管理サービス（協） 市営住宅（指定管理者）
維持管理業務 西富井1076－2４

㈱Ａ－ＣＯＭＰＡＮＹ 建設業 西富井1076－24

光畑　真樹子 保険業 連島町鶴新田2789－12

アモーレⅡ 飲食業（カラオケスナック） 阿知1－7－2くらしきシティ
プラザ西ビル2F23

スナック　アモーレ 飲食業（スナックバー） 阿知1－7－2くらしきシティ
プラザ西ビル2F18号

㈱ハートアンドハンド 訪問介護事業、放課後
等デイサービス事業 東塚5－8－35

㈱バッファロー･IT･ソリューションズ 個人･法人対象にパソコン
設定等のサービス提供他

岡山市北区幸町8－29
大樹生命岡山ビル10F

和のお店　ひな 民芸品や手作り作品の販売 本町8－36

トクラアイス アイス、棒キャンディー
製造販売（イベント卸） 中島2340－21

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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9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 岡山県支援機関特別相談
7 火 ブルーリターンA講習会
8 水

9 木 新倉敷商工会館建設第８回総合定例打合せ会
知的財産相談
岡山県支援機関特別相談

10 金 岡山県支援機関特別相談
11 土

12 日

13 月

14 火 岡山県支援機関特別相談
倉敷青色申告会新規入会者等記帳説明会

15 水

16 木

17 金 岡山県支援機関特別相談
18 土

19 日

20 月 敬老の日
21 火 岡山県支援機関特別相談

インボイス制度オンライン講習会
22 水 法律相談(水島）

第25回正副会頭・専務理事会議
第590回常議員会

23 木 秋分の日
24 金 岡山県支援機関特別相談
25 土

26 日

27 月 岡山県支援機関特別相談
28 火

29 水

30 木 岡山県支援機関特別相談

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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年度後半事業について

Young Enterpreneurs Group

Kurashiki CCI Business Women's Club

青年部

　７月８日
（木）倉敷中
央図書館に
て絵本の寄
贈式が行わ
れました。
　倉敷商工
会議所青年
部 竹内会長
が倉敷中央
図書館を訪
問し直接寄贈され、倉敷中央図書館の方々も非常に喜
ばれていました。
　寄贈された本は、約500の会社を作り、約600の学校・
病院・会社のためになるものを作った“新紙幣”「渋沢
栄一翁」からお金の大切さを学ぶ「おかねってなぁに？」

と言う本で、“お金の歴史”や“４つのお金の使い方”など
子供から大人まで読んで勉強になる内容になっており
ます。是非、ご一読ください。

　７月20日（火）倉敷市民会館にて“第４回例会”が開
催されました。
　竹内会長の挨拶、委員会報告に続き、新会員との名
刺交換会が行われました。
　新型コロナの影響で一堂に会する事が難しい中、現
地参加とＺＯＯＭ参加を有効に活用し、両方で新会員
との交流を深める事ができました。

　新型コロナウイルス感染症の影響はいまだ継続して
いますが、当会では経済再生・地域活性化のため、年
度後半には様々な事業を計画しておりますので、いく
つかご紹介させていただきます。
　まず９月26日（日）には、「天満屋ふれ愛バザール」
を天満屋倉敷店４階イベントスペースで開催します。
三密回避のため小規模の開催となりますが、天満屋厳
選の売れ筋商品を販売します。また、９月26日（日）
から10月３日（日）の期間に『小学生「環境・ゴミ・
省エネルギー問題」絵画コンクール展』を同会場にて
同時開催します。地域の子どもたちに環境の大切さを
考えてもらう同事業は、例年数百点もの応募があり、
今回はその中の優秀作品31点を展示します。
　他の女性会のとの交流も多く予定されており、９月
24日（金）に第14回県女連会員大会、10月14日（木）
に玉島女性会創立40周年記念式典、10月23日（土）に
第52回全女連福島全国大会、11月11日（木）に総社女

性会創立10周年記念式典、12月４日（土）に笠岡女性
会創立20周年記念式典がそれぞれ企画されています。
当会でも令和４年度に創立30周年記念式典を予定して
おり、徐々に計画を進めているところです。
　この他にもいくつかの事業を計画しています。感染
症の状況次第ではありますが、可能な限り地域経済活
性化に向けて活動して参る所存です。

絵本の寄贈式　 第４回例会　

平成30年『絵画コンクール展』の模様

絵本寄贈式（倉敷中央図書館）

新会員との名刺交換会（倉敷市民会館）
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倉敷商工会議所　データインフォメーション

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

相談件数（巡回） 0 4 152 0 10 0 14 4 0 0 88 272
相談件数（窓口）
（通信・電話含む） 21 5 574 0 24 11 109 1 0 0 113 858

合 計 21 9 726 0 34 11 123 5 0 0 201 1,130

年 度 累 計 108 29 4,075 30 158 73 908 15 1 0 1,213 6,610

前年同期比（％） 100.9 181.3 139.2 18.8 31.2 78.5 94.6 62.5 0.0 0.0 194.1 122.0

商工相談件数（7月）
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原産地証明件数（7月）

品 目 一般機械 電気機器 輸送用�
機　器 精密機器 金属及び

金属製品 化学製品 紡績及び
繊維製品 食料品 雑　貨 その他 計

ア ジ ア 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 7
北・ 中 南 米 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
欧 州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
年 度 累 計 1 1 0 1 5 77 0 2 0 17 104

新倉敷商工会館建設でカラースキム新倉敷商工会館建設でカラースキム　　井上会頭「おしゃれな会館で楽しみ」井上会頭「おしゃれな会館で楽しみ」

　倉敷商工会館の「カラースキム」が７月14日（水）、
当所会議室で行われ、井上峰一会頭が㈱浦辺設計（大阪

市中央区）の西村清是代表取締役から、内装の色彩やデ
ザインについて説明を受けました。
　井上会頭と坂本万明専務理事を前に西村代表取締役
は、コンピューターグラフィックスを使いながら、１階
の床はブルーを基調に海のイメージを打ち出し、７階会
議室は杉板を使った折り紙のような天井で独特の空間と
なることを強調。
　会頭室の壁にケヤキ材、専務理事室にデニムのクロス
を採用し、床材のサンプル、７階会議室で使用するイス、
「青海波」と呼ばれるデザインのポイントなどについて、
実物も交えながら説明がありました。
　色彩計画は大筋で承認され、井上会頭は「おしゃれな
会館になりそうで楽しみ」と満足気に話しました。デザインについて説明を受ける井上会頭（右）

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
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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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パワハラ対策は何から取り組むべきかⅡ
＜社員は現場の声を聞いてほしい＞
　何から取り組んでよいのかわからない場合

は、まず、「実態を把握する」ことをお勧めしま

す。職場の実態を把握し、実態に応じた取り組

みをしたほうが効果は出やすいはずです。

　厚生労働省の「2016年度パワハラ実態調査」

によれば、社員が望んでいるパワハラ対策の

トップは、従業員アンケート（35.8％）です。

次いで、相談制度（31.8％）、管理職研修（28.7％）、

ルール策定（28.6％）、方針の周知（21.3％）、トッ

プメッセージ（20.7％）、再発防止（18.3％）となっ

ています。従業員アンケートを望んでいる社員

が多いのは、「現場の声を聞いてほしい」「私た

ちの話を聞いてほしい」というニーズが強いか

らでしょう。

　全社員のアンケートを取ったり、各部門の社

員のうち数名ずつからヒアリングをしたりする

ことなどが考えられます。

　社員の声を聞いて対策を進めていけば、「社

員の気持ちを大切にしている」という会社の姿

勢が伝わるはずです。

　また、社員の話を聞くこと自体が、悩みや意

見などを言いやすい職場づくり、職場の風通し

を良くすることにもつながります。風通しの良

い職場を作っていくことは、重要なパワハラ対

策となります。

べ

Vol. 209

430

428
倉敷西環状線

岡山県企業局工業
用水道事務所

●

●●

●

●

●

●

マルナカ
連島店

まこと
幼稚園

倉敷芸術大学

武田病院 連島郵便局

倉敷市立霞丘小学校

ねぎぼうず

2444-３００８

　当店オススメの「ねぎ焼き」（1,188円）は、
甘辛く味付けしたすじ肉とたくさんのネギを使
用しています。「オムそば」（770円）も人気です。
　関西風お好み焼きで、生地は材料や混ぜ方に
こだわり、ふわっとした食感を作りあげていま
す。そばは細くてコシの強いものを厳選。豚肉
は岡山県産のピーチポークを使用。甘辛いソー
スは本場大阪から仕入れています。
　お好み焼き・モダン焼きは150円プラスで大
盛にできます。トッピングもお好みで。
　ミニお好み焼き（385円～）は、通常サイズの
半分の大きさなので、女性やお子様も気軽に頼
めます。平日限定のランチメニューもあります。
　テイクアウトは緊急事態宣言下で注文が増
加。汁物とサラダ以外の全てメニューをお持ち
帰りいただけます。注文後、約20分程度でご用
意できます。
　平成４年の２月に創業、今年で29年目になり
ます。駐車場は５台、全てお座敷で24席ありま
す。テーブルの間隔を置けて感染対策も心掛け
ています。PayPay決済可。

生地はふわふわの食感
甘辛ソースは本場から

うまみ満点のねぎ焼きうまみ満点のねぎ焼き

地元卵使用のオムそば地元卵使用のオムそば

上村店長（右）とスタッフ上村店長（右）とスタッフ

　各テーブルに鉄板があり、お子様は自分で焼い
て楽しむようです。ご家族3人で営業されていて、
明るいアットホームな空間でした。うれしい値段設
定で、お好み焼きを食べたいとき気軽に通えるお
店だと思いました。　　　　　　　　　　　（新谷）

〒712-8001　
倉敷市連島町西之浦390−7
営業時間/11:30~14:00
　　　　17:00~21:00
定 休 日/月曜日、第１日曜日
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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。
　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

県産の原料に
こだわった麺

大正12年の創業以来、地元のお客様
や企業様に支えられ、今日まで、主に
茹で麺を中心に、麺類の製造を行って
参りました。

この度、創業100年を目前に、県産
の原料にこだわった「岡山県産地粉う
どん」「岡山県産地粉細うどん」の2
品を新発売いたしました。

賞味期限はいずれも14日となってお
り、少しでも店頭やご家庭での食品ロ
スの軽減にお役に立てればと存じます。

サンプルのご用命承ります。お気軽
にご連絡下さいませ。

倉敷駅前に
新ホテルが完成

住 倉敷市阿知3-9-1（あちてらす倉敷内）
電 086-436-7300（代表）
営 チェックイン15:00／チェックアウト11:00
https://www.grand-cocoe.com/

住 倉敷市祐安1507-2
電 086-442-8701
営 10：00～19：00
https://www.kurashikigf.com

ホテル グラン・ココエ倉敷 倉敷グリーンファーム

私共倉敷ステーションホテルは、
地域の皆様に力強く支えて頂き、こ
こまで来ることが出来ました。

この秋、倉敷市駅前の再開発に伴
い、新しく総室数152室の「ホテル  
グラン・ココエ倉敷」と最大200名
収容可能な宴会場、更に現在運営し
ております瀬戸内海鮮料理　白壁を
「くらしき　白壁」として思いを新
たに、移転リニューアルオープンい
たします。

“観光とビジネスのまち　倉敷”を心
地よい空間と、美味しい料理でお楽
しみいただければと思います。

ドローンの資格取得が可能
ドローンの操縦技術が学べる「瀬

戸内ドローンスクール」を開校しま
した。

多くの分野での活用が期待されて
いるドローン。安全に活用できる操
作技術と正しい知識が必要です。当

校では、国土交通省認定のスクール
として、法規等を学ぶ座学と10時間
以上の飛行実技講習を行う３日間
のコースで、認定資格を取得するこ
とができます。

無料ドローン操縦体験会の開催
や、ドローン練習場としての使用も
できますので、まずはお気軽にお問
い合わせください。

住 倉敷市水島東常盤町７-14
電 086-448-6090
営 応相談
http://www.setouchi-eng.co.jp/sds

瀬戸内エンジニアリング株式会社

苔玉づくり体験始めました
お 仕 事 終 り に 苔 玉 作 り で リ フ

レッシュ！　平日の17時以降でも
苔玉づくり体験ができる新サービ
スを始めました。苔玉には癒し効
果はもちろん、愛着を持って育て、

成長を見守る楽しみもあります。
所要時間は約１時間、お一人2,500

円。完全予約制、１日１事業所限定、
最大８名様まで。

事業所の福利厚生プログラムと
して５名様以上でご利用の場合、
時間帯相談の上、事業所への出張
教室も可能です。詳細はお問い合
わせください。

住 倉敷市川西町7-22
電 086-422-6333
営 8：30～17：00
https://sanchan-noodle.amebaownd.com

有限会社 佐藤製麺所

⃝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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パワハラ対策は何から取り組むべきかⅡ
＜社員は現場の声を聞いてほしい＞
　何から取り組んでよいのかわからない場合

は、まず、「実態を把握する」ことをお勧めしま

す。職場の実態を把握し、実態に応じた取り組

みをしたほうが効果は出やすいはずです。

　厚生労働省の「2016年度パワハラ実態調査」

によれば、社員が望んでいるパワハラ対策の

トップは、従業員アンケート（35.8％）です。

次いで、相談制度（31.8％）、管理職研修（28.7％）、

ルール策定（28.6％）、方針の周知（21.3％）、トッ

プメッセージ（20.7％）、再発防止（18.3％）となっ

ています。従業員アンケートを望んでいる社員

が多いのは、「現場の声を聞いてほしい」「私た

ちの話を聞いてほしい」というニーズが強いか

らでしょう。

　全社員のアンケートを取ったり、各部門の社

員のうち数名ずつからヒアリングをしたりする

ことなどが考えられます。

　社員の声を聞いて対策を進めていけば、「社

員の気持ちを大切にしている」という会社の姿

勢が伝わるはずです。

　また、社員の話を聞くこと自体が、悩みや意

見などを言いやすい職場づくり、職場の風通し

を良くすることにもつながります。風通しの良

い職場を作っていくことは、重要なパワハラ対

策となります。

べ

Vol. 209

430

428
倉敷西環状線

岡山県企業局工業
用水道事務所

●

●●

●

●

●

●

マルナカ
連島店

まこと
幼稚園

倉敷芸術大学

武田病院 連島郵便局

倉敷市立霞丘小学校

ねぎぼうず

2444-３００８

　当店オススメの「ねぎ焼き」（1,188円）は、
甘辛く味付けしたすじ肉とたくさんのネギを使
用しています。「オムそば」（770円）も人気です。
　関西風お好み焼きで、生地は材料や混ぜ方に
こだわり、ふわっとした食感を作りあげていま
す。そばは細くてコシの強いものを厳選。豚肉
は岡山県産のピーチポークを使用。甘辛いソー
スは本場大阪から仕入れています。
　お好み焼き・モダン焼きは150円プラスで大
盛にできます。トッピングもお好みで。
　ミニお好み焼き（385円～）は、通常サイズの
半分の大きさなので、女性やお子様も気軽に頼
めます。平日限定のランチメニューもあります。
　テイクアウトは緊急事態宣言下で注文が増
加。汁物とサラダ以外の全てメニューをお持ち
帰りいただけます。注文後、約20分程度でご用
意できます。
　平成４年の２月に創業、今年で29年目になり
ます。駐車場は５台、全てお座敷で24席ありま
す。テーブルの間隔を置けて感染対策も心掛け
ています。PayPay決済可。

生地はふわふわの食感
甘辛ソースは本場から

うまみ満点のねぎ焼きうまみ満点のねぎ焼き

地元卵使用のオムそば地元卵使用のオムそば

上村店長（右）とスタッフ上村店長（右）とスタッフ

　各テーブルに鉄板があり、お子様は自分で焼い
て楽しむようです。ご家族3人で営業されていて、
明るいアットホームな空間でした。うれしい値段設
定で、お好み焼きを食べたいとき気軽に通えるお
店だと思いました。　　　　　　　　　　　（新谷）

〒712-8001　
倉敷市連島町西之浦390−7
営業時間/11:30~14:00
　　　　17:00~21:00
定 休 日/月曜日、第１日曜日
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倉敷税務署だより

倉敷労働基準監督署

倉敷市保健所保健課精神保健係
〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9823　FAX 434―9805

ストレスが溜まっていませんか？ストレスが溜まっていませんか？

■ インボイス制度（登録申請）

従業員の仕事と不妊治療の両立
をサポートしましょう

　近年の晩婚化等を背景に不妊治療を受ける夫婦
が増加しており、働きながら不妊治療を受ける方
は増加傾向にあると考えられます。
　また、厚生労働省が行った調査によると、仕事
と不妊治療との両立ができず、16％の方が離職し
ています。
　本年度より、従業員の仕事と不妊治療の両立を
サポートする事業主に対しての助成金が創設され
ましたのでぜひご活用ください。

　不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支
援制度の利用しやすい環境整備に取り組み、不妊
治療を行う労働者の相談に対応し、休暇制度・両
立支援制度を労働者に取得又は利用させた中小企
業事業主に支給します。

【支給額】※<>内の金額は､生産性要件を満たした場合の金額
①環境整備、休暇の取得等　28.5万円＜36万円＞
②長期休暇の加算：１人当たり28.5万円＜36万円＞

　（５人まで）

＜両立支援等助成金（不妊治療両立支援コース）＞

　新型コロナワクチンの接種は国民の皆様に受けて
いただくようお勧めしていますが、接種を受けるこ
とは強制ではありません。
　職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を
受けていないことを理由に、職場において、解雇、
退職勧奨、いじめなどの差別的な扱いをすることは
許されるものではありません。
　特に事業主・管理職の方におかれましては、接種
には本人の同意が必要であることや、医学的な事由
により接種を受けられない人もいることを念頭に置
いて、接種に際し細やかな配慮を行うようお願いい
たします。

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期間に及

び、多くの方が様々なストレスを抱えているのでは

ないでしょうか。ストレスが溜まると、体のだるさ、

頭痛や肩こり、食欲低下、不安感、気分の落ち込み、

怒り、過食、深酒、ミスが増える、落ち着きがない

など、心や体からのSOS（ストレスサイン）として

現れます。

　ストレスに対しては、普段から自分に合った対処

方法を知っておき、ストレスサインがみられたら、

早めに対処することが大切です。「快適な睡眠をと

る」「生活のリズムを整える」「リラックスできるこ

とをする」「外で体を動かす」等、自分の楽しめる

こと、好きなことから取り入れてみてくださいね。

また、２週間以上心身の不調が続く方は、一人で抱

え込まず、身近な人や相談窓口にご相談ください。

　令和５年10月１日から導入される「インボイス
制度」では、適格請求書発行事業者（登録事業者）
のみが適格請求書（インボイス）を交付すること
ができます。

　登録事業者になろうとする事業者の方は「適格
請求書発行事業者の登録申請書（登録申請書）」の
提出が必要です。
　登録申請書提出後、税務署から
登録番号などの通知が行われます。

　売手である登録事業者は、買手である取引相手
（課税事業者）から求められたときは、インボイス
を交付しなければなりません。　

●インボイス制度に関する一般的なご相談は、
　専用ダイヤルで受け付けております。

　【専用ダイヤル】0120-205-553（無料）
　【受付時間】9：00〜17：00（土·日·祝除く）

詳しくお知りになりたい方は、
国税庁ホームページ
（https：//www.nta.go.jp）の
「インボイス制度特設サイト」
をご覧ください。

新型コロナウイルスのワクチン接種に
ついて

お問い合せは、倉敷労働基準監督署
TEL. 086－422－8177まで

※新型コロナウイルスに関する
　Q&Ａ（企業の方向け）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。

【お問い合わせ先】
岡山労働局 雇用環境・均等室
TEL （086）224－7639

＊詳細は厚生労働省HPの
　トップページで検索！
両立支援等助成金
不妊治療

検索

令和３年10月１日から登録申請受付開始

インボイス制度

令和３年10月１日 令和５年３月31日

登録申請書の
受付開始

インボイス制度の
導入

令和５年10月1日
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倉敷税務署だより

倉敷労働基準監督署

倉敷市保健所保健課精神保健係
〒710−0834 倉敷市笹沖170
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が増加しており、働きながら不妊治療を受ける方
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と不妊治療との両立ができず、16％の方が離職し
ています。
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　不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支
援制度の利用しやすい環境整備に取り組み、不妊
治療を行う労働者の相談に対応し、休暇制度・両
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業事業主に支給します。
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　新型コロナワクチンの接種は国民の皆様に受けて
いただくようお勧めしていますが、接種を受けるこ
とは強制ではありません。
　職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を
受けていないことを理由に、職場において、解雇、
退職勧奨、いじめなどの差別的な扱いをすることは
許されるものではありません。
　特に事業主・管理職の方におかれましては、接種
には本人の同意が必要であることや、医学的な事由
により接種を受けられない人もいることを念頭に置
いて、接種に際し細やかな配慮を行うようお願いい
たします。

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期間に及

び、多くの方が様々なストレスを抱えているのでは

ないでしょうか。ストレスが溜まると、体のだるさ、

頭痛や肩こり、食欲低下、不安感、気分の落ち込み、

怒り、過食、深酒、ミスが増える、落ち着きがない

など、心や体からのSOS（ストレスサイン）として

現れます。

　ストレスに対しては、普段から自分に合った対処

方法を知っておき、ストレスサインがみられたら、

早めに対処することが大切です。「快適な睡眠をと

る」「生活のリズムを整える」「リラックスできるこ

とをする」「外で体を動かす」等、自分の楽しめる

こと、好きなことから取り入れてみてくださいね。

また、２週間以上心身の不調が続く方は、一人で抱

え込まず、身近な人や相談窓口にご相談ください。

　令和５年10月１日から導入される「インボイス
制度」では、適格請求書発行事業者（登録事業者）
のみが適格請求書（インボイス）を交付すること
ができます。

　登録事業者になろうとする事業者の方は「適格
請求書発行事業者の登録申請書（登録申請書）」の
提出が必要です。
　登録申請書提出後、税務署から
登録番号などの通知が行われます。

　売手である登録事業者は、買手である取引相手
（課税事業者）から求められたときは、インボイス
を交付しなければなりません。　

●インボイス制度に関する一般的なご相談は、
　専用ダイヤルで受け付けております。

　【専用ダイヤル】0120-205-553（無料）
　【受付時間】9：00〜17：00（土·日·祝除く）

詳しくお知りになりたい方は、
国税庁ホームページ
（https：//www.nta.go.jp）の
「インボイス制度特設サイト」
をご覧ください。

新型コロナウイルスのワクチン接種に
ついて

お問い合せは、倉敷労働基準監督署
TEL. 086－422－8177まで

※新型コロナウイルスに関する
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倉敷市保健所は、市民の
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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
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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７月調査結果）
業況DIは、持ち直しの動きも力強さ欠く
先行きは、変異株への警戒感から厳しい見方続く

※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

７月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８～10月
全産業

建 設

製 造

卸 売

小 売

サービス

▲59.3

▲34.8

▲70.6

▲59.5

▲53.4

▲68.4

▲46.8

▲24.9

▲44.8

▲47.7

▲45.8

▲63.0

▲35.3

▲18.4

▲33.6

▲35.0

▲33.9

▲48.5

▲25.3

▲15.5

▲24.1

▲27.0

▲23.5

▲33.5

▲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

▲27.2

▲22.9

▲17.2

▲28.7

▲36.5

▲31.3

2021年2020年

　米国 ・ 中国向けの需要が堅調な半導体・電子部品関連や
自動車関連の製造業が牽引したほか、飲食料品・家電製品
など巣ごもり消費に下支えされた小売業の業況感が改善し
た。一方、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴い、
営業時間短縮などの活動制約が続く飲食業や観光関連の
サービス業では、需要回復・業況改善が見通せず、厳しい
状況が続く。また、 卸売業を中心に食料品や鉄鋼などの原
材料価格の上昇や、 物流費のコスト増加の影響を指摘する
声は多く、 中小企業の景況感は持ち直しの動きがみられる
ものの、回復に力強さを欠く。

　高齢者を中心としたワクチン接種の進展により、経済活
動の正常化に伴う需要の回復などに期待する声が聞かれる。
　一方、 変異株による感染再拡大への警戒感が増す中、 国 ・

自治体からの活動制約要請の長期化に伴う受注・売上減少
による業績悪化の継続や客足回復の遅れ、原油を含む資源・
原材料価格の上昇などを要因とする採算悪化を懸念する企
業は多く、 先行きは依然として厳しい見方が続く 。

 全産業合計の業況DIは、▲24.1（前月比＋2.6ポイント）

 先行き見通しDIは、▲27.2（今月比▲3.1ポイント）

業務日誌（7月度）
1日 倉敷珠算振興会第71回理事会

倉敷珠算振興会臨時総会

6日 チームK６企画会議

（一社）岡山県商工会議所連合会運営委員会（専務理事会議）（オンライン）

青年部第４回役員会（ハイブリッド）

8日 青年部「渋沢栄一が教えるお金の話の絵本『おかねってなぁに？』を倉敷市立図書館へ寄贈」

14日 新倉敷商工会館建設カラースキム

新倉敷商工会館カフェ・レストラン第４回運営委員会（ワークショップ）

15日 新倉敷商工会館事務局レイアウト打合せ

16日 日本商工会議所第707回常議員会・第286回議員総会（オンライン）

日本商工会議所青年部第299回役員会等（ハイブリッド）

17日 第39代倉敷小町最終審査

20日 青年部第４回例会

21日 新倉敷商工会館建設第１２回技術定例打合せ会

青年部第５回常任理事会

27日 岡山県立倉敷南高等学校「総合的探求の時間」

会報編集会議

28日 第24回正副会頭・専務理事会議

第589回常議員会

青年部・女性会との意見交換会

新倉敷商工会館建設現場役員見学会

第４回小規模事業者経営改善資金貸付審査会

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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　さわやかな青空と白い雲、青々としたポプラ並木を背景として、積みわ
らにもたれくつろぐ女性と男の子。速いタッチで描かれた雲や木々の葉か
らはそよぐ風が、積みわらの色彩表現には降り注ぐ陽の光が感じられ、な
んとも心地よい、絵を見ている私たちもこの場所でゆったりとくつろぎた
くなるような作品です。
　刻々と移り変わる光の効果を画布上で追究した印象派の画家モネ。彼は
終の棲家となるジヴェルニーの邸宅に移り住んで間もない頃、近くの牧草
地にあった「積みわら」という題材にその実験の可能性を見出しました。
そして、1884年から約2年の間に集中してこのモティーフに挑み、本作品
をはじめ数々の《積みわら》を描き上げたのです。
　なお、この作品は、国立西洋美術館のコレクションの基盤を作った実
業家松方幸次郎がデンマークのコレクターから買い取り、その後、幾人
かの日本人たちの所有を転々とし、1970年代に大原美術館へやって来ま
した。

クロード・モネ（1840-1926）《積みわら》1885年　油彩、画布　65.2×81.5cm

　今月号では特集を担当しました。文章を書くことはいつまでたっても難しいです。
特に私は余分なことを書いて主旨がぼやけてしまうことがあり、編集長から赤字をた
くさんもらいます。新聞社主催の研修を受講したとき、文章を書く上で最も大事なこ
とは必要な情報を簡潔に書くことだと学び、それを心掛けて作成はしているのですが、
まだ身についてないのが残念です。文章を書くことは奥深く、会報の編集という実践
のなかで、少しずつ改善していけるように頑張ります。　（新谷）

公益財団法人

大原美術館
主任学芸員
孝岡　睦子

　はじめまして、大原美術館の孝岡で
す。9カ月間の産・育児休暇から復帰
後、第一弾！のお仕事が本会報への寄
稿で光栄です。よろしくお願いいたし
ます。

知られざるOHARA Vol.11

編 集 後 記

Editor,s Note

Mem�i�ofK��hiki
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　正面の黒板に「第２回議員聨合会」と書かれ、議長席に当所２代会頭の石井熊夫氏の姿が見
えます。会場は初代商工会館2階会議室。午後１時開会、同2時から大原美術館観覧、同４時
から懇親会が開かれています。
　記録と照らし合わせてみると、昭和８年11月7日に開催された「第二回岡山、津山、倉敷商工
会議所議員聨合会」と思われます。石井会頭は大原孫三郎初代会頭の義兄で、昭和８年に就任。
電話の通話地域拡大、倉敷駅舎改築等に尽力しました。

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


