
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



（042）765 8724



 Kurashiki 1 Kurashiki 1

新会館建設へGO!!����� 1

持続化補助金でコロナに対応Ⅱ�2・3

新しい生活様式��� 4・5

はじめまして������ 6

ナイススマイル����� 7

くらしきTMO������� 8

倉敷物語館������� 8

カレンダー������� 9

特定商工業者の皆様へ�� 9

女性会�������� 10

青年部�������� 10

景気観測調査����� 11

税制改正説明会���� 12

食べにおいでんせぇ�� 12

Member's�Information�� 13

倉敷労働基準監督署��� 14

会報完全デジタル化�� 14

あなたの元気応援します�� 14

倉敷税務署������ 14

業務日誌������� 15

LOBO調査����� 15

知られざるOHARA� 16

Memories�of�Kurashiki�� 16

目　　次

新会館
建設へ

付　　録

◦

◦

◦

◦

建設協力金

カイロスマーケティング㈱

（公財）日本電信電話ユーザ協会

㈱バッファロー・IT・ソリューションズ

Vo l .22

　令和２年11月に着工した新倉敷商工会館建設工事は、今
年９月末で進ちょく率50％を超え、折り返し地点を過ぎま
した。完成までに１次協力会社は30～40社、作業員は延べ
12,500人に及ぶなど、施工には大勢の人々が関わっていま
す。工事の状況や現場事務所の役割等について、全体を統
括する藤木・ハラダ・中央特定建設工事共同企業体の三宅
正浩㈱藤木工務店工事統括所長（58）に聞きました。

―事故もなく工事は順調に進んでいるとお聞きしてい
ますが、想定外のことや苦労した点は？

三宅　工事はほぼ予定通りに進んでいます。
　大変だったのは、昨年11月9日（月）から12月4日（金）
にかけて行った杭工事です。ドリルで深さ約13ｍまで掘削
し、その穴に既製杭19本を打設する「既製杭工法」で施工
しましたが、杭穴の崩壊が多々ありました。高梁川水系の
地下水が流れているのが原因で、対策を確立するまでは試
行錯誤を繰り返しました。杭穴を掘り直ししたり、掘削時
に杭穴に投入する「ベントナイト」と呼ばれる薬剤の濃度
を変えたりして、崩壊しないように対策を取りました。
　敷地が狭いので、鉄骨建て方にも手間取りました。置く
場所の問題もあり、1日に施工する柱、梁の本数を減らし
ましたが、下の階のデッキの工事等を先行し、並行するこ
とで何とか帳尻を合わせました。

―これまで三宅統括所長は、どのような建物を手掛けら
れましたか？

三宅　消防署や特定郵便局、図書館、労働基準監督署、銀
行など公共的なものを多くやりました。最大の建物は倉敷
中央病院付属予防医療プラザです。

―新倉敷商工会館建設を担当することになったときの
正直なお気持ちは？

三宅　ランドマークをもう一つ造れるので、大変光栄だと
思いました。子や孫にも自慢できます。

―現場事務所の役割は？
三宅　お客様は建築に素人の方が多く、設計事務所は建築

のプロではありますが、施工に関しては素人です。職人は
ものづくりのプロですが、状況に合わせてどのように造る
かは分かりません。現場ではさまざまな条件があり、設計
事務所がすべてを図面化することはできません。
　お客様の要望に応え、設計事務所の意図や方針を具現化
し、図面化できていない部分と職人とのギャップを埋めて
いくのが主な仕事です。

―実際に新倉敷商工会館の建設に携わった感想と後半
戦への意気込みは？

三宅　浦辺設計さんの設計により、いいものが出来ている
と感じます。
　構造は鉄骨造でありながら、外壁は鉄筋コンクリート造
と、これまで経験したことのないユニークな躯体です。こ
れから仕上げに入りますが、こだわりのある仕様になって
いるので、これを実現し、満足いくものにしていきたいと
思っています。
　内部は、ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディ
ング）関係の工事が、本格化してきます。検査に問題がな
いように造っていく決意です。
　工事の安全対策は十分やってきましたが、今後もさらに
対策を強化して、最後まで無事故を目指します。

三宅統括所長（中央）と現場事務所スタッフ

想定外にも対応し「予定通り」
～折り返し地点で三宅統括所長に聞く～

▪オンラインくらしき起業塾
　10/30〜11/20 毎週土曜日
　個別面談会も
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販路開拓を支援、PR経費だけでなく設備投資も対象
持続化補助金でコロナに対応 Ⅱ

　長引くコロナ禍の中で、「小規模事業者持続化補助金」の相談件数は毎月150件程度と、コロナ前より2倍
以上で推移しています。持続化補助金は「販路拡大」のため、ＰＲ経費だけでなく、設備投資も対象となり、
補助上限は一般型50万円、低感染リスク型ビジネス枠100万円。昨年11月号に続き、当所中小企業相談所
の支援を受けた活用事例を紹介します。     　（取材・文／藤井 麻住、大田 紘之、藤原 佳和、末澤 佑樹、新谷 祐加）

　屋根・壁修理などの建築板金を手掛ける(株)土倉板金
（倉敷市西阿知町新田、土倉謙治社長）は、ドローンを使っ
た新たな受注を目指しています。
　同社は元請け会社からの発注がコロナ禍で減少、売り
上げは以前の半分に落ち込みました。そこで、新たな事
業スタイルで受注を増やそうと、ドローンを導入しました。
　家屋点検の際にドローンを使えば、お客様と一緒に
屋根の状況を映像で確認でき、足場も不要になるため、
現在は無料で点検を行っています。信用度の高さからか、
最近は、新たに一般からの依頼が月に５件ほど来るよ
うになりました。
　土倉社長は「気軽に家や倉庫の点検ができるので、
建物の健康診断みたいな感覚で皆さんに活用してほし
い」と話しています。

　Bon climbing gym（倉敷市連島町西之浦、山田忠
司代表）は、電動工具の導入でクライミングウォールの
コース設定に欠かせないホールドを内製化し、経費削
減と売上高の向上を図っています。

　成功体験が得られるスポーツとして、スポーツクライ
ミングの人気は高まり、コロナ禍により自宅でトレーニ
ングする愛好家も増えています。
　その中で、高額な既製の木製ホールドを内製化し、
価格を約20％低減。施設内での活用とともに、店内で
も販売しています。摩擦が少なく、指への負担が少ない
手作りの木製ホールドは大変好評です。
　山田代表は「東京オリンピックでさらに認知度が上が
ると見込まれ、コロナ終息後には多くの方々に来店いた
だきたい」と話しています。

　金属類と古紙の回収・卸売を行う（同）スリーアール（倉
敷市福田町浦田、石井文雄代表）は、銅線はく離設備を
導入して内製化を進め、利益率向上につなげました。
　新たに開始した銅線買い取り回収サービスは、硬い
銅線の被覆はく離を手作業で行うため労力がかかり、
外注に頼ることで利益率は低調でした。
　被覆の硬さや幅に左右されにくいはく離設備を導入
し、外注に依存しない短時間での被覆処理を実現。内
製化に伴うコスト削減分を買い取り金額へ上乗せでき
るため、持ち込み件数の底上げにもつながっています。
　サービス拡充と広告宣伝の相乗効果で現在、業績は
拡大傾向にあります。石井代表は「他社と差別化を図り、

集
特

ドローン導入で新たな受注
㈱土倉板金

経費削減と店内販売を実現
Bon climbing gym

内製化で持ち込みも底上げ
（同）スリーアール

ドローンを手にする土倉社長

認知度アップを見込む山田代表
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新規顧客の獲得に努めたい」と話しています。

　韓国料理店KOREAN DINING CHANG（倉敷市鶴形
１丁目、小田剛代表）は、大型ガスフライヤーを導入し調理
時間を短縮することで、売り上げの向上につなげました。
　コロナ禍にあっても販促が奏功しフライドチキンの販
売数は伸びましたが、既存設備では注文に対して調理
が追い付かず、対応に苦慮していました。
　１度に2羽調理できる大型フライヤーを導入し、調理
時間の大幅短縮を達成。注文が重なった際やクリスマ
スシーズンなど繁忙期には大いに効果を発揮し、増収
に貢献しました。
　現在は同フライヤーを追加購入し、高まる需要に応
え売り上げを伸ばしています。
　小田代表は「クリスマス商戦に向けレパートリーを増
やし、売り上げアップにつなげたい」と話しています。

　珈琲とおやつのお店coffee&more Scarecrow（倉
敷市南町、大江恭平代表）は、業務用オーブンレンジな
どの設備を導入し、テイクアウトの強化につなげました。
　平成28年に開業し、軌道に乗り始めた頃、コロナの

感染が急拡大し、昨年４月には売り上げが50％以上減
少。テイクアウトにも力を入れたいと考えていたところ
に持続化補助金を知り、これを活用して実施に踏み切
ることにしました。
　業務用オーブンレンジの導入により、焼ける量が増え、
種類も豊富になったことで、限定商品の開発、 コラボ商
品の企画・販売など、販売ルートを大きく拡大すること
ができました。
　大江代表は「持続化補助金に背中を押され、コロナ
禍でも前を向くことができた」と話しています。

　生花、プリザーブドフラワー等を販売する（有）ファ
ルベ（倉敷市西中新田、長谷川球美取締役）は、ECサ
イトを充実させて増収につなげました。
　コロナ流行以前は年間100件程度あったブライダル
の仕事がほぼゼロになり、送別会用花束の店頭注文等
も減少しました。
　一方、ステイホームの影響で、ネット販売での売り上げ
は大幅に増加し、昨年５月は「母の日」が重なって前年同
月比398％。若者に人気のドライフラワーに着目し、自社・
大手ECサイトにドライフラワー専用ページを新設しました。
　現在、ネット販売での売り上げを徐々に伸ばし、ドライ
フラワーの比率も拡大。長谷川代表は「今後も需要に沿っ
た新しいサービスを提供していきたい」と話しています。

品揃え強化し販売網も拡大
coffee&more Scarecrow

調理時間短縮し増収にも貢献
KOREAN  DINING  CHANG

ECサイトの充実で増収に
㈲ファルベ

はく離設備を前にする石井代表（左）

背中を押された大江代表

クリスマス商戦を期待する小田代表

ドライフラワーを手にする長谷川取締役（中）



「新しい生活様式」取組宣言　1900事業所に迫る⑨
　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16日現在で1857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
　ナマステ倉敷インター店（平
田）、うろこ鮨（東塚）、カフェ＆レ
ストランてんとうむし（広江）、珈
琲館アップル（東塚）、てっぱんや

（神田）、カフェ五番館（福田町浦
田）、モスバーガー倉敷インター
店（平田）、同倉敷福田公園前店（東
塚）、珈琲館倉敷インター店（平
田）、Bonvoyage（笹沖）、焼肉
昇鶴園（中島）、道とん堀倉敷吉岡
店（吉岡）、いちょうの木（福田町福
田）、お好み焼き工房じゅうじゅう

（東塚）、妹尾自動車板金塗装㈲（南
畝）、手打ちうどん富貴（広江）、佳
水亭・ひまじん（中島）、ステーキ
ハウスラジャ中島店（中島）、ス
テーキリバーベ四十瀬店（沖）、焼
肉和平倉敷笹沖店（笹沖）、まっこ
と家（笹沖）、とりでい倉敷堀南店

（堀南）、お好み焼楓（笹沖）、来来
亭倉敷笹沖店（笹沖）、倉敷よしお
か食堂（吉岡）、うっちぃ（連島町
連島）、割烹はらだ（連島町西之
浦）、スナック凸凹（水島東常盤
町 ）、 エ ミ リ コ（ 水 島 東 栄 町 ）、
CafeHaruta（水江）、ベビーフェ
イスプラネッツ倉敷店（安江）、コ
メダ珈琲店倉敷中島店（中島）、小
料理屋小川（連島町西之浦）、あじ
仙王喜（中庄）、キャナリィ・ロウ
倉敷店（中庄）、Bang come（東
塚）、オープンステージ・マック（東
塚）、スナック未来（北畝）、サボロ
ザ（宮前）、麵屋はやたろう倉敷店

（沖）、カラオケ喫茶じゅじゅ（浜
町）、大久（大内）、リストランテカ
ナーレ（阿知）、郷土料理浜吉（阿
知 ）、 み や け 亭（ 阿 知 ）、
TeppandiningYUU（阿 知）、和
風厨房すぎ屋（阿知）、焼肉よこた

本店（中庄）、六ツ森楽器店（羽島）、
レコード屋（平田）、㈱カネマツ（昭
和 ）、HUMPTYDUMPTY倉 敷 堀
南店（堀南）、ダスキンレントオー
ル倉敷ステーション（吉岡）㈱
HOJO（笹沖）、豆吉本舗倉敷店（本
町）、㈱GOパーツ＆サービス（沖
新町）、M&M（西阿知町西原）、
㈲渡辺酒造本店（連島町亀島新
田）、井上時計店（連島中央）

宿泊施設
　ホテルルートイン倉敷水島（中
畝）

共　　通
　hair&eyelashsalon CHARME

（東富井）、水島機材商事㈱（松江）、
美容室FIX（浜ノ茶屋）、五輪建設
㈱（東富井）、㈲松江自動車サービ
ス（松江）、㈱共和工業所（松江）、
千眞工業㈱（東塚）、㈲太田電気工
業所（浜町）、ほっとルーム倉敷（東
富井）、同Ⅱ（笹沖）、同Ⅲ（新田）、
藤井商事㈲（浜ノ茶屋）、難波歯科
医院（東富井）、薮内歯科（浜町）、
ナントカ百貨（阿知）、カラオケ喫
茶歌舎（中島）、（医）正畠歯科医院

（中央）、㈲花巻テクノパワー（新
田）、ソーラーファーム倉敷（福田
町古新田）、㈲晃翔（東塚）、㈲木
下設備（東塚）、石川建設㈲（東塚）、
てらち歯科医院（南畝）、㈲仁科建
設（南畝）、㈱雄大（中畝）、藤田不
動産鑑定士事務所（新田）、ラブ
ネ ッ ト サ ー ビ ス ㈱（ 神 田 ）、
nailsalonlovelya（神田）、東亜
非破壊検査㈱倉敷営業所（神田）、
WhiteRose（水島南幸町）、いま
がね歯科医院（神田）、㈱尾島（水
島南春日町）、三水工業㈱（福田町
浦田）、スリーアール（福田町浦田）、
田辺不動産事務所（西阿知町新

（阿知）、元町珈琲倉敷の離れ（新
田）、BambooDeli（日ノ出町）、
はなの舞倉敷北口店（寿町）、同ホ
テル・アルファーワン倉敷南口店

（阿知）、又来軒倉敷天満屋店（阿
知）、満マル倉敷店（阿知）、台湾
ダイニング羅風（阿知）、中華蕎麦
ト羅凰（阿知）、創作きっちん義庵

（ 阿 知 ）、Alba（ 日 ノ 出 町 ）、
TSURUGATABASE1225（ 鶴
形 ）、 旬 菜Azuma（ 鶴 形 ）、
smallville（鶴形）、炭火焼鳥とり
鳥（阿知）、ポルポイチヨン（阿知）、
Pizza&pastaNocca天満屋倉敷
店（ 阿 知 ）、FREEDOM（ 阿 知 ）、
ラウンジ榮（阿知）、イタリア料理
Riva（阿知）、カラオケベル（水島
東常盤町）、遁走曲（阿知）、山連
興業㈱（連島町矢柄）、カラオケき
ずな（連島町西之浦）、㈱喰太呂（連
島町西之浦）

小　売　店
　ルシターヘアデザイン（浜ノ茶
屋）、ファミリーマート倉敷鶴の浦
店（鶴の浦）、同倉敷鶴新田店（連
島町鶴新田）、同倉敷西阿知町新
田（西阿知町新田）、同倉敷平田北
店（平田）、天満屋ハピーズ倉敷笹
沖店（吉岡）、瀬戸内うめぇーもん
市場（平田）、㈲岡野カーサービス

（福田町古新田）、㈱松浦石油水島
製油所前SS（南畝）、フラワー
ショッププチ（水島南春日町）、丸
連青果㈲（水島北春日町）、カー
ショップきりんちゃん㈱（西阿知
町新田）、㈱ワイズ（広江）、美容
室Leaf-one（広江）、㈲佐藤漬物
商店（酒津）、WESTRIVER（中島）、
酒 工 房 あ お え（ 水 江 ）、
BeatySalonKAWACHI中庄団地
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田）、ロウズ観光㈱（片島町）、㈱電
建工業（西阿知町新田）、㈱フジ
テック（片島町）、㈱シマテック（中
畝）、㈱シマダオール（中畝）、シマ
ダ物流㈱（中畝）、（医）正見会藤
原歯科医院（連島中央）、トランス
マスター㈱（連島）、福富歯科医院

（連島町連島）、㈲かみた絆の家す
みれ（連島町鶴新田）、プルミエー
ル（連島町矢柄）、㈲しまんと物流

（連島町矢柄）、BARBERSHOPN’
SHAIR（連島町連島）、あかつか
眼 科 ク リ ニ ッ ク（ 笹 沖 ）、
Assembly-SasaokiBase-（ 笹
沖）、ハルハナ美容室（北畝）、ジェ
ントルマンバーバー（福田町古新
田）、一文字理容浦田店（福田町浦
田）、佐藤造園（浦田）、OTOHAIR

（福井）、デイサービス春風（吉岡）、
㈱ヤマダ（連島）、スマイル（福田町
浦田）、Fino美容室（八王寺町）、
八王寺工業㈱（沖新町）、守屋商店

（川入）、㈲倉敷機工（川入）、おしゃ
れサロンkiroca（水江）、東洋建
設工業㈱（中庄）、リゾートサロン
ICHIMONJI（北畝）、三宅ピアノ
教室（中島）、㈲サロン・ド・マミ（中
島）、㈱西阿知運送（中帯江）、びゅ
うていさろんすみれ（八王寺町）、
酒津焼窯元（酒津）、㈲広谷商店（西
阿知町西原）、㈱GIKEN（西阿知
町）、おひさま歯科クリニック（水
江）、LaFlore（西阿知町）、西阿
知クォーツ歯科クリニック（西阿知
町）、㈲センバ電工社（片島町）、
MAHAROHAIRSALON（安江）、
㈱TRYANGLE（水江）、萩原憲一
税理士事務所（水江）、ビューティ
サロンエルク（安江）、㈱シロク（西
阿知町）、Riyonartnail（西阿知
町）、グループホーム杜の灯り（上

ロースマミミモレ店（西坂）、同ヒー
ル店（粒江）、沼本歯科医院（笹沖）、
ロッソ矯正歯科（新田）、（医）東風
会スマイル歯科クリニック（堀南）、
信江工業㈱（中島）、（一社）杏米
梨果（中島）、㈱カンキュー（四十
瀬）、フィットネススタジオAI＆
Dream　国際空手道連盟極真会館
倉敷大内（大内）、美容室Pure（大
内）、ダスキンヘルスレント倉敷ス
テーション（酒津）、㈲岡本会計（酒
津）、㈲中村鉄工所（酒津）、（特非）
テッペン丸古民家デイサービス蒼
水丸（水江）、生活訓練事業所ちゃ
るか（水江）、大平工業㈱（水江）、
カワカミ（四十瀬）、㈲石原美建（西
阿知町）、足立歯科クリニック（西
阿知町）、はばら内科ハートクリ
ニック（西阿知町西原）、㈲西日本
テクノ（西阿知町）、㈱オフィスレ
ガーロ（西阿知町西原）、しばさき
歯科医院（西阿知町西原）、寿不動
産㈲（寿町）、㈱アイティーエム（連
島）、㈱橋本鉄工所（連島町連島）、
㈱三栄工業（連島町連島）、㈱庄司
建設（連島）、㈲陸正開発（連島）、
P.RSySTEM（連島）、都ユニリー
ス㈱（連島町連島）、創美（連島町
連島）、佐々木石油㈱（連島町西之
浦）、美容室ウイング（連島町西之
浦）、建築工房KOTOBUKI（川入）
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

富井）、㈱ノットン（中島）、㈱ライ
トマーク（安江）、igokochi（中庄）、

（医）ごう歯科医院（中庄）、うじご
う歯科医院（中庄）、BALANCE.
Beautyresort（福島）、公文式西
坂教室（生坂）、あいおい設備㈲（連
島町連島）、正友興業㈱（平田）、山
陽鉄工会社本社・片島工場（片島
町）、㈱山陽新聞印刷センター（片
島町）、連医会倉敷ショートステイ
センター（片島町）、㈱吉井工業（西
阿知町）、㈱明栄興産（西阿知町）、
カラオケ喫茶富士（粒江）、㈲佐藤
技研（連島町連島）、㈱ひのき住宅
ハウジングモール倉敷（酒津）、㈲
かみた笑の家すみれ（二日市）、
D-stitch（浜町）、工房髪屋（堀南）、
㈱小橋電設（酒津）、春日運送㈲（連
島町連島）、水島キングスター（連
島）、㈱藍（鳥羽）、ライブハウス無
限舎（阿知）、㈱アイネット（阿知）、
㈱梅月（阿知）、hair&makeflavor

（神田）、hairmakesalonEARTH
（笹沖）、ベストヘアつじ（笹沖）、
TOPSONARTS（北畝）、フェア
ニティー（福田町古新田）、ぱんだ

（福田町古新田）、ホームメイトFC
水島東店（広江）、ヘアークリエイ
ト男床（西中新田）、リハビリ堀南

（堀南）、㈲大黒屋（西富井）、おしゃ
れサロンFUJIOKA（西富井）、三
代田建工㈱（西富井）、ファインク
ラフト（黒石）、れもん美容室（八軒
屋）、㈱千郷（新田）、河上商事㈱（新
田）、㈱フリースタイルエンターテ
インメント（新田）、清水自動車工
業㈱（新田）、おおやま歯科医院（北
畝）、石田工業㈱（連島町矢柄）、同
水島発電所内事務所（潮通）、同
JFE倉敷共同火力発電所内事務所

（川崎通）、㈲アスプリ（中畝）、グ
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尾道店
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多彩な技術とノウハウでベストな施工を
多数の実績から培ってきた多彩

な技術とノウハウで、お客様に合っ
たベストな施工方法を提案し、あら
ゆる要望にお応えする総合建設業
者です。

足場、土木、塗装、外構、解体、
プラント工事、公共工事等幅広い

工事を、自慢の職人がご要望に
沿って対応します。総合建設業とし
ての強みをあらゆる現場で活かし
た施工を行っておりますので、何な
りとお申し付けください。

平成18年に創業し、同26年に
法人化して、34名の社員と共に、

「『人』と『技術』を次世代のため
に」という経営理念の下、その実現
に向けて日々の業務に取り組んで
います。目指す方向、実現したい未
来へ向け、たゆまぬ努力を重ねてい
くことができるヒトを大切にしたい
と考えています。

●

●

●

中国銀行
倉敷駅前支店

429
倉敷駅前
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

阿知中
交差点

阿知南交差点

倉敷市立
倉敷東小学校

美観地区入口交差点

ナントカ百貨

●

●

●

ジョイフル
倉敷中畝店

430

中畝六丁目
交差点

中畝七丁目
交差点 イチフジ建設

株式会社

倉敷市立第一
福田小学校

倉敷市立第一
福田幼稚園〒712-8051　倉敷市中畝６丁目7－1３

ＴＥＬ　08６-441-2３88
営業時間／8：00～18：00
定 休 日／日曜日
https://www.ichifuji888.co.jp

代　表　伊藤　さゆり

代　表　藤本　啓太

ナントカ百貨

イチフジ建設株式会社

はじめまして vol.
❶❽❽

オリジナル布製品のオーダー中心に製作
　令和２年３月にオープンしてか
ら、布製品に関するオーダーを中心
に倉敷の中心部でものづくりをして
います。
　シルクスクリーンプリント、オリ
ジナルTシャツ、ユニフォーム、店舗
暖簾、タペストリーなど、布製品の

製作はお任せください。「オリジナ
ルで何か作りたいけど、どこに頼め
ばいいのか分からない」。そんなと
きはぜひ、ご相談ください。
　オープンしてから１年が経ち、
オーダー中心にやってきましたが、
今後は他社とのコラボ商品や、サス

ティナブルなグッズも取り扱ってい
きたいと思います。
　２階には笠岡在住の現代美術家
川埜龍三氏のギャラリーも常設し
ており、コロナ禍で疲れた心を癒せ
る居心地の良い空間づくりをして、
お待ちしています。

〒710-0055　倉敷市阿知３-22-25
ＴＥＬ　08６-4３0-0010
営業時間／月～金 11：00～19：00
　　　　　土・日・祝 1３：00～18：00
定 休 日／不定休
https://nantokahyakka.com/



　女性と子供頭痛を専門とする整体院で、開業４カ
月を迎えました。
　頭痛を引き起こす原因は、長年の姿勢の悪さや過
度なストレス、冷え（血行不良）など様々です。当
院は丁寧に問診や検査を行い、お客様にとって最善
の施術を心がけています。
　頭痛療法「日だまりショット」で頭痛の発生源を
確認し、ポキポキやらない優しい施術で自律神経の

乱れを整えていきます。不眠や目まい、耳鳴りなど
にも対応しており、初診60分8,000円、２回目以降（メ
ンテナンス）は30分6,000円です。完全予約制ですが、
当日の受付にも柔軟に対応しています。
　頭痛は薬では症状を抑えるだけで解決しないこと
があります。薬に頼らない健康な生活に向けて、一
緒に頑張りませんか。
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Vol.205ナイススマイル

Nice Smile

　オープン26年目の琉球料理店です。
　沖縄から仕入れた特選食材を使い琉球の味を提供
しています。伝統的なソーキ汁はもちろん、アグー
豚や島野菜を用いた肉料理を多数取り扱っていま
す。また、波照間特製コーレーグース（唐辛子と泡
盛で作る調味料）は一押しの調味料で、お好みでか
けてください。お得なおまかせ料理コースは2,000円
よりご要望に応じて承ります。

　料理のお供となるお酒は、まろやかな風味の
泡盛など10種類以上取り扱っています。地元フ
ルーツと組み合わせたカクテルもお飲みいただ
けます。
　器にもこだわっており、沖縄ならではのエキゾ
チックな風合を、ぜひ料理と共にお楽しみください。
　皆様のご来店を心よりお待ちしております。

琉球の風 波照間
〒710-0046
倉敷市中央1丁目14-7

TEL 086-430-0355

営業時間　18：00～22：00
※ご予約内容によりお時間は異なります

 定　休　日　不定休

女性と子供の頭痛
専門　そら整体院
〒710-0065
倉敷市宮前287-26

TEL 070-1876-6169
営業時間　火・木・金 9:00～17:00

月・水 9:00～12:00
定　休　日　土曜日、日曜日
メ　ー　ル

自社HP

ohatsu52921@gmail.
com

ht tps : //www.sora -
hidamari-zutuu.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

 
倉敷市市営あちてらす倉敷駐車場 

営業時間  24時間 

▼自動車 

基本料金 30分毎 100円 

最大料金 12時間毎 830円（繰り返し適用） 

▼自動二輪（収容台数 6台） 

基本料金 60分毎 100円 

最大料金 24時間毎 300円（繰り返し適用） 

駐車場に関するお問い合わせはこちらまで 

  TEL(086)422-2249(市営駅前駐車場) 

 

入庫の際は右レーンをお進みください。 

(左レーンはマンション居住者様専用です) 

倉敷美観地区のアクセスに便利な 

駐車場がリニューアルオープン！ 

 

JR倉敷駅 

倉
敷
中
央
通
り 阿知交番 

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）四季果苑 （株）くらしき藹然
■ 四季折々の農産物を販売 ■ 米粉を使ったたまごせんべい

住所：倉敷市水島東川町3-11
TEL：086-448-2822
URL：http://www.shikikaen.com/

住所：倉敷市本町14-4
TEL：086-441-4761
URL：http://www.kurashiki-aizen.jp/

TEL（086）697-6106（市営あちてらす倉敷駐車場）

モモやブドウといった“果物王国”岡山特産の果物の
ほかゴボウやレンコン、枝豆など季節の新鮮野菜も
多彩にラインナップ。
デパートやスーパーでは高値の高級果物もお手ご
ろ価格で取り扱っています。お中元やお歳暮にどう
ぞ。

岡山の老舗煎餅店「鈴木屋」の３代目が造る、地
元のお米と卵そして北海道の砂糖を使用したたまご
せんべいです。
生姜や青海苔など定番商品のほか、連島のごぼう
や下津井のわかめなど、備中地域の食材を使ったも
のも。地元ならではの味を堪能できます。
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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

 
倉敷市市営あちてらす倉敷駐車場 

営業時間  24時間 

▼自動車 

基本料金 30分毎 100円 

最大料金 12時間毎 830円（繰り返し適用） 

▼自動二輪（収容台数 6台） 

基本料金 60分毎 100円 

最大料金 24時間毎 300円（繰り返し適用） 

駐車場に関するお問い合わせはこちらまで 

  TEL(086)422-2249(市営駅前駐車場) 

 

入庫の際は右レーンをお進みください。 

(左レーンはマンション居住者様専用です) 

倉敷美観地区のアクセスに便利な 

駐車場がリニューアルオープン！ 

 

JR倉敷駅 

倉
敷
中
央
通
り 阿知交番 

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）四季果苑 （株）くらしき藹然
■ 四季折々の農産物を販売 ■ 米粉を使ったたまごせんべい

住所：倉敷市水島東川町3-11
TEL：086-448-2822
URL：http://www.shikikaen.com/

住所：倉敷市本町14-4
TEL：086-441-4761
URL：http://www.kurashiki-aizen.jp/

TEL（086）697-6106（市営あちてらす倉敷駐車場）

モモやブドウといった“果物王国”岡山特産の果物の
ほかゴボウやレンコン、枝豆など季節の新鮮野菜も
多彩にラインナップ。
デパートやスーパーでは高値の高級果物もお手ご
ろ価格で取り扱っています。お中元やお歳暮にどう
ぞ。

岡山の老舗煎餅店「鈴木屋」の３代目が造る、地
元のお米と卵そして北海道の砂糖を使用したたまご
せんべいです。
生姜や青海苔など定番商品のほか、連島のごぼう
や下津井のわかめなど、備中地域の食材を使ったも
のも。地元ならではの味を堪能できます。

特定商工業者の皆様へ
　倉敷商工会議所は、特定商工業者を対象にした法定台帳の今年度の登録・更新を行います。近く対象事業所に関係書
類を送付する予定で、提出期限は10月29日（金）です。
　合わせて特定商工業者負担金3,000円も徴収し、口座振替の場合は10月18日（月）に自動振替の予定。
　「法定台帳」は、全国各地からの商取引の紹介、あっ旋、その他必要な信用調査あるいは各種証明などの参考資料とし
て活用されており、法律により商工会議所に作成が義務付けられています。

貴社は特定商工業者です。

倉敷商工会議所管内に営業所等があり、設置から６カ月以上経過している商工業者

◆「法定台帳」は、特定商工業者の事業内容を商工会議所へ登録する台帳のことで、「商工会議所法」に基づき毎年１回
作成され、登録することが義務付けられています。

◆特定商工業者負担金は、法定台帳を作成・管理する費用に充当するもので、倉敷市の許可を得て賦課。令和３年度当所
法定台帳特別会計では、費用の約85％を同負担金で賄っています。

お問い合わせ　倉敷商工会議所　総務課　TEL（086）424－2111㈹

いずれかに該当
常時使用する従業員が20人以上
（商業・サービス業は５人以上）

資本金額または払込済出資総額が300万円以上

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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10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 金 当所設立記念日（休業）
第41回会員事業所健康診断（水島会場）

2 土

3 日
4 月

5 火 第159回簿記検定申込受付開始（〜10/14）
6 水 第41回会員事業所健康診断（倉敷会場、〜10/8）
7 木

8 金 法律相談(倉敷）
9 土

10 日
11 月

12 火

13 水

14 木 新倉敷商工会館建設第９回総合定例打合せ会
知的財産相談

15 金

16 土

17 日

18 月

19 火 第２回メンタルヘルス個別相談会
20 水

21 木

22 金

23 土

24 日 第223回珠算能力検定・第142回暗算検定・第133回段位認定試験日
25 月

26 火 倉敷フォトミュラル（〜11/14）
27 水 第26回正副会頭・専務理事会議

第591回常議員会
法律相談（水島）

28 木 新倉敷商工会館建設第15回技術定例打合せ会
29 金

30 土 くらしき起業塾（オンライン）
31 日

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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あなたも
倉敷商工会議所女性会で
一緒に活動しませんか！

Young Enterpreneurs Group

Kurashiki CCI Business Women's Club

▪ 新入会員募集中 ▪

青年部

　初めまして、本年度より倉敷商工会議所青年部に入
会させて頂きました、株式会社建房の小林一真と申し
ます。
　建房がかかげる家づくりは、かっこよくて、住み心地
の良い家を手の届く価格でお届けすること。 そのため
に良い「デザイン」で欲しい家を。高い「性能」で快
適に住み続けられる家を。 手の届く「価格」で将来も

豊かに暮らせ
る家を。３つ
の柱でお客様
の理想のお家
を叶える。そ
れが建房の家
づくりです。
　「 巡 り 逢 え

たすべての人に

満足を超える感動を魅せ続ける」を企業理念に日々活
動しております、宜しくお願い致します。

　今年度入会
させていただ
きました倉敷
高等学校の浅
井克憲です。
　 本 校 で は、
倉敷で育った
生徒を倉敷で
育て、様々な場
面で地元の発展に寄与できる人材を育むことを目的と
する「人材の地産地消」を教育の柱に掲げ、昨年度よ
り「倉敷クエスト」と呼ぶ教育改革を実践し、GLE（ 
global　leadership　education ）という生徒の主体性
を育む教育活動や、持ち味カードによる自己理解・他
者理解を深め自己肯定感を高める教育活動をしていま
す。今年度からはIQゼミという地元倉敷に根ざした探
究活動（課題解決学習＝PBL）に取り組んでいます。
　勉強をする場、キャンパスは「地元倉敷全体」であ
ると考え、教育活動を行っていきます。

倉敷商工会議所女性会は、会員相互の親睦と連携のもと、
会員の資質向上と商工業の振興、社会福祉の増進に寄与す

ることを目的として活動をしています。

女性の元気が未来を築く
倉敷商工会議所女性会

商工会議所会員企業の経営に携わる
女性ならどなたでも入会できます
詳しくは、当会事務局へご連絡くだ
さい

TEL（086）424–2111

新入会員のご紹介　

通算8回を数える
「倉敷市よいこいっぱい基金」への寄贈

小学生「環境・ゴミ・省エネルギー問題」絵画コンクールを
開催し、地元小学生に環境問題を啓蒙

年間を通じて数回のバザーを行い、地域交流やチャリティ活動
を実施。（写真は屏風祭でばら寿司を販売している）

「第52回全国商工会議所女性会連合会倉敷総会」
史上初となるオンライン開催を実施

会員間の連携強化のため親睦旅行を開催
（令和元年）

施工例

倉敷高等学校 外観
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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４期連続で改善したものの、コロナ前の水準には届かず
　景況全体では、DI値が▲21.8となり、前期（▲32.6）と比べ10.8ポイントマイナス幅が縮小し、4期連続での改善となっ
た。特に製造業においてDI値が大きく22.9ポイント改善した一方、小売業については販売価格の下落等の影響を受けて
4期ぶりに悪化した。
　県下に緊急事態宣言が発令されていた時期と重なる中での改善となったが、コロナ前の水準には届かず、また、比較
対象とした前年同期が調査開始以来最悪のDI値を記録した時期であることに十分留意すべきである。仕入価格の上昇な
どの要素もあり、先行きについては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／570社（県下商工会議所会員）　■調査時期／6月上旬〜中旬　■回答企業／532社（回収率93.3％）
4〜6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▲２１．８と１～３月期に比べ１０．８ポイントマイナス幅が縮小した。 
・製造業、卸売業、サービス業ではマイナス幅が縮小した。 
・建設業、小売業ではマイナス幅が拡大した。 
令和３年７～９月の見通し総合ＤＩは▲２０．１（前回調査時の先行き見通し総合ＤＩ▲２１．５）

となり、マイナス幅が縮小する見通し。 
 
景況 31.4-1.6 1.7-9 1.10-12 2.1-3 2.4-6 2.7-9 2.10-12 3.1-3 33..44--66 今今期期－－前前期期

総総　　合合            　　553322 ▲ 5.1 ▲ 7.9 ▲ 12.0 ▲ 32.0 ▲ 51.7 ▲ 49.0 ▲ 41.6 ▲ 32.6 ▲▲  2211..88 1100..88

製造業      　　182 ▲ 4.3 ▲ 5.9 ▲ 10.5 ▲ 33.3 ▲ 61.4 ▲ 60.1 ▲ 46.4 ▲ 34.6 ▲▲  1111..77 2222..99

建設業           90 6.9 10.6 4.6 ▲ 2.5 ▲ 14.8 ▲ 18.5 ▲ 30.8 ▲ 23.1 ▲▲  2255 ..33 ▲▲  22 ..22

卸売業           69 ▲ 14.1 ▲ 15.3 ▲ 15.3 ▲ 43.5 ▲ 50.7 ▲ 48.5 ▲ 37.7 ▲ 29.4 ▲▲  2233 ..55 55..99

小売業       　  80 ▲ 9.6 ▲ 16.7 ▲ 33.0 ▲ 41.8 ▲ 50.0 ▲ 44.7 ▲ 33.3 ▲ 25.3 ▲▲  3388 ..55 ▲▲  1133 ..22

サービス業     111 ▲ 6.4 ▲ 13.3 ▲ 8.3 ▲ 36.4 ▲ 66.4 ▲ 60.0 ▲ 51.9 ▲ 45.7 ▲▲  2222 ..77 2233..00  
 

  
  
＜＜参参考考＞＞  先先行行きき見見通通しし  
先行き見通し 1.7-9 1.10-12 2.1-3 2.4-6 2.7-9 2.10-12 3.1-3 33..44--66 33..77--99 今期ー前期

総総　　合合                  553322 ▲ 10.6 ▲ 13.8 ▲ 18.9 ▲ 28.3 ▲ 44.0 ▲ 34.9 ▲ 33.8 ▲▲  2211..55 ▲▲  2200..11 11..44  
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111

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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ニトリ倉敷店

全勝
横綱ラーメン

サンビレッジ新田

旭テクノプラント

西平動物病院

洋食カフェもみじ堂

新田保育園

倉
敷
川

2427-6788

　ボリューム満点で、いつでも行ける安心感と
手軽さが売り。ラーメン（550円～）のみならず、
うどん（500円～）や夏季限定で冷たい麺もご
用意しています。炒め物、ギョーザ、シュウマ
イなど一品料理の種類も豊富です。
　オススメは、全勝横綱ラーメン（1,050円）。
チャーシュー麺でカニツメ、おもち、わかめ、
玉子、カツ入りと盛り沢山。スープは味噌、醤
油、とんこつ、塩から選べます。
　大盛や替え玉はプラス100円。プラス250円で、
ライス、一品（鶏の唐揚げ、揚げシューマイ、
串カツの中から１つ）、スープ、漬物付きのセッ
トにもできます。ライスはおかわり無料。暑い
季節はチャーシュースタミナラーメン（930円）
もオススメ。
　昨年11月に27年目を迎えました。長く地元の
皆様から愛されてきました。口コミで来店され
る新規の方もいます。全てテーブル席で約40席、
約16台の駐車が可能。テイクアウトもご利用で
きます。メニューについては、お気軽にお申し
付けください。

ボリューム満点が魅力
地域に愛されて27年目

全勝横綱ラーメン全勝横綱ラーメン

チャーシュースタミナラーメンチャーシュースタミナラーメン

切り盛りする大黑恭一店長（右）ご夫妻切り盛りする大黑恭一店長（右）ご夫妻

　チャーシュースタミナラーメンは大盛を注文した
わけではないのにびっくりするほどのボリュームで
した。野菜・肉たっぷりの香ばしい炒め物は塩スー
プとよく合います。チャーシューもたくさん入って大
満足の一品でした。　　　　　　　　　　（新谷）

〒710-0038
倉敷市新田2322-1
営業時間/11:30~22:00
定 休 日/１月１日のみ

税制改正説明会　オンラインで49名
10月20日のリアル開催決定
　倉敷商工会議所は８月30日（月）、令和３年度税制改

正説明会をオンラインで行いました。コロナ禍に伴うオ

ンライン開催は昨年に続き２回目で、49名が参加しまし

た。

　ライフパーク倉敷、水島愛あいサロンでも開催する予

定でしたが、８月20日からのまん延防止等重点措置の適

用に伴い延期。オンラインでは、倉敷税務署担当官が令

和５年10月１日施行のインボイス制度、資産税や法人税

の改正などについて説明しました。

　また、延期されていた説明会のリアル開催は、10月20

日（水）10：30〜15：00、当所会議室で開催することが

決まりました。定員は個人、法人事業所各30名で、受講

料は無料。

お申し込みは、倉敷商工会議所中小企業相談所　TEL. ０８６－４２４－２１１１へ

税制改正のポイントを説明する担当者
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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

テレビ電話で
買い取り査定

テレビ電話で不要品買い取りの見
積り・査定ができる新サービス「コ
ネクトさん」を開始しました。

会話しながら画面上で品物の査定
を行い、遠方の方でもスマートフォ
ンが1台あればすぐに可能。特別なア
プリなどは必要ありません。コロナ
禍で対面でのやりとりに抵抗のある
方でも、手軽に相談できます。

買い取り査定のほか、想い出の品
を整理したい時や、引越し・大掃除
時の不要品回収でも利用できます。
ぜひお問い合わせください。

カレー一押しの
カフェ開店

住 倉敷市阿知1丁目16-7
電 086-454-6350
営 8：30～14：00

アットカフェ

7月よりカフェをオープンしまし
た。アットホームで、どなたでも落
ち着ける雰囲気づくりに努めていま
す。

当店一押しは、食材やスパイスに
こだわった昔ながらの優しい味わい
のカレーです。要となるバランス良
くまとめた複数のスパイスが、風味
と滑らかさを両立させています。

サラダとコーヒーのセットで880円
にて提供し、そのほかモーニングや
週替わりセットもございます。

一味違うけど、どこか懐かしいカ
レーをぜひご賞味ください。

着物再利用したバッグ開発
今年３月に創業し、ハンドメイド

のバッグや小物を製造販売していま
す。商品は前掛や着物、デニムを使
用し小物やバッグを作り、竹籠には
和紙を貼り一閑張（いっかんばり）
として販売しています。

今夏より、再利用した着物生地を

使った和柄デザインの販売を開始し
ました。「古きよきものを新しい形
で現在に」がコンセプトで、着物だ
けど使いやすく、ファッションにも
合わせやすいデザインを心がけてい
ます。

メルカリとminne上にて1,000円
～7,000円で販売中ですので、どう
ぞ宜しくお願いいたします。

住 倉敷市水江1044-7
電 080-6300-1630

【Instagram ID】sakaeya-331

榮　家

住 倉敷市福田町古新田308-1
電 086-455-8500
営 10:00～18:30

https://www.doguya.com/

有限会社 ウイルパワー（リユースマン倉敷）
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ニトリ倉敷店

全勝
横綱ラーメン

サンビレッジ新田

旭テクノプラント

西平動物病院

洋食カフェもみじ堂

新田保育園

倉
敷
川

2427-6788

　ボリューム満点で、いつでも行ける安心感と
手軽さが売り。ラーメン（550円～）のみならず、
うどん（500円～）や夏季限定で冷たい麺もご
用意しています。炒め物、ギョーザ、シュウマ
イなど一品料理の種類も豊富です。
　オススメは、全勝横綱ラーメン（1,050円）。
チャーシュー麺でカニツメ、おもち、わかめ、
玉子、カツ入りと盛り沢山。スープは味噌、醤
油、とんこつ、塩から選べます。
　大盛や替え玉はプラス100円。プラス250円で、
ライス、一品（鶏の唐揚げ、揚げシューマイ、
串カツの中から１つ）、スープ、漬物付きのセッ
トにもできます。ライスはおかわり無料。暑い
季節はチャーシュースタミナラーメン（930円）
もオススメ。
　昨年11月に27年目を迎えました。長く地元の
皆様から愛されてきました。口コミで来店され
る新規の方もいます。全てテーブル席で約40席、
約16台の駐車が可能。テイクアウトもご利用で
きます。メニューについては、お気軽にお申し
付けください。

ボリューム満点が魅力
地域に愛されて27年目

全勝横綱ラーメン全勝横綱ラーメン

チャーシュースタミナラーメンチャーシュースタミナラーメン

切り盛りする大黑恭一店長（右）ご夫妻切り盛りする大黑恭一店長（右）ご夫妻

　チャーシュースタミナラーメンは大盛を注文した
わけではないのにびっくりするほどのボリュームで
した。野菜・肉たっぷりの香ばしい炒め物は塩スー
プとよく合います。チャーシューもたくさん入って大
満足の一品でした。　　　　　　　　　　（新谷）

〒710-0038
倉敷市新田2322-1
営業時間/11:30~22:00
定 休 日/１月１日のみ

税制改正説明会　オンラインで49名
10月20日のリアル開催決定
　倉敷商工会議所は８月30日（月）、令和３年度税制改

正説明会をオンラインで行いました。コロナ禍に伴うオ

ンライン開催は昨年に続き２回目で、49名が参加しまし

た。

　ライフパーク倉敷、水島愛あいサロンでも開催する予

定でしたが、８月20日からのまん延防止等重点措置の適

用に伴い延期。オンラインでは、倉敷税務署担当官が令

和５年10月１日施行のインボイス制度、資産税や法人税

の改正などについて説明しました。

　また、延期されていた説明会のリアル開催は、10月20

日（水）10：30〜15：00、当所会議室で開催することが

決まりました。定員は個人、法人事業所各30名で、受講

料は無料。

お申し込みは、倉敷商工会議所中小企業相談所　TEL. ０８６－４２４－２１１１へ

税制改正のポイントを説明する担当者

リビングに合う仏壇を発売
「正直に真面目に」をモットーに

30年以上、仏壇、仏具、神具、巡拝
用品、掛け軸をご提供しています。

お客様を第一に考え、創業当初よ
り良心的な価格を設定。展示品は少

ないですが、店頭にない商品はカタ
ログより丁寧に説明させていただい
ています。 

このたび、家具調仏壇の販売を開
始しました。リビングにあっても雰
囲気を崩しにくく、昨今人気が高
まっているシリーズです。

仏壇、仏具をお買い求めの際は、
どうぞ宜しくお願いいたします。

住 倉敷市連島町亀島新田201-2
電 086-446-7151
営 9：00～18：00

https://www.kyosendo-tsurajima.com

有限会社 京泉堂
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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

10月は乳がん月間です10月は乳がん月間です

■ ダイレクト納付！！

会報１０月号から完全デジタル化
　倉敷商工会議所会報「くらしき」は、10月号か
ら完全デジタル化に移行します。
　毎号メールで配信するとともに、当所ホームペー
ジ（http://www.kura-cci.or.jp/research/paper/）
にも掲載。インターネットを使える環境がなく、
申し出のあった事業所には、従来通り郵送します。
３月24日（水）開催の第585回常議員会で機関決
定した今年度重点事業の一つで、実現に向け、令
和２年５月からパソコンやスマートフォンのメー
ルアドレス取得を推進してきました。
　アドレスの積極的取得は、平成30年７月豪雨が
きっかけ。既に会報のメール配信にとどまらず、
会員事業所の皆様に役立つ各種情報を発信してい
ます。
　特にコロナ禍においては、次々と打ち出される
支援策、補助金の募集日程等をいち早く、タイム
リーにお届けするとともに、アンケートで事業者
の実態等を行政に伝えています。

10月1日～7日は全国労働衛生週間です
～向き合おう！ こころとからだの 健康管理～

　厚生労働者は、10月１日（金）から７日（木）まで、
令和３年度「全国労働衛生週間」を実施します。
　全国労働衛生週間は、職場での自主的な労働衛生
活動を促して労働者の健康を確保することなどを目
的に、昭和25年から毎年実施しているものです。週
間中は各職場での職場巡視やスローガン掲示、労働
衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざま
な取り組みを展開します。
　全国労働衛生週間を活用し、過労死等の防止やメ
ンタルヘルス対策の推進、職場における新型コロナ
ウイルス感染症の予防対策の推進、化学物質対策の
徹底、リスクアセスメントの実施等の取り組みをお
願いいたします。

　乳がんは女性にとって最も身近ながんです。「がんの統
計'2021」によれば、一生涯のうちに乳がんにかかる女
性の割合は、「９人に１人」となっています。乳がんは自
分でも見つけられるがんでもありますので、乳房を意識
する生活習慣を始めましょう。また、がん検診は一度受
けたら終わりではありません。検診後にがんができる可
能性もあるので、タイムリ―に発見するためにも定期的
にがん検診を受けましょう。

市の健康診査・
がん検診実施中！

　あらかじめ届出をした預貯金口座からの振替
により、即時又は指定した期日に
納付することができる便利な電子
納税の手段です。

・金融機関や税務署の窓口に出向く必要なし！

　➡源泉徴収税を毎月納付している方に便利

・税理士が納税者に代わって納付手続できます！

・納付する際に、預貯金口座を選択可能！

・納期限前の計画的な納付

　（予納）ができます！

実施期間：令和３年６月～令和４年１月末
※乳がん・子宮頸がん検診は３月末まで

お問い合せは、倉敷労働基準監督署
TEL. 086－422－8177まで

※全国労働衛生週間実施
　要綱はこちら

倉敷市保健所は、市民の
健康づくりを応援します。

メールアドレスの登録はいつでも可能
ですので、QRコードからアクセスして
ください。

倉敷けんしんガイド 検索

♥月に1回の自己触診♥で乳房を意識する生活習慣をはじめよう

①目で見てくぼみをチェック

指の腹で「の」の字を
描きながら、らせん状
にさわる

お乳とわき
にしこりが
ないか

乳首をしぼ
り、分泌物
がないか

くぼみ・ひきつれ・発赤・
乳頭のただれがないか

②手でさわってシコリをチェック

①自分の乳房の状態を知る②乳房の変化に気をつける③変
化に気づいたらすぐ医師に相談する④40歳になったら乳が
ん検診を受ける

１  ダイレクト納付とは

２  こんないいこと！

詳しくはこちら

スマホでもOK！

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８月調査結果）
業況DIは、感染急拡大により悪化
先行きは、感染収束が見通せず、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

８月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９～11月
全産業

建 設

製 造

卸 売

小 売

サービス

▲59.0

▲34.9

▲69.6

▲56.7

▲53.2

▲70.2

▲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

▲29.4

▲20.9

▲12.5

▲30.7

▲44.4

▲37.9

▲32.3

▲26.1

▲17.6

▲31.1

▲43.0

▲42.1

2021年2020年

　新型コロナウイルス変異株の感染急拡大により、緊急事
態宣言とまん延防止等重点措置の期間延長・対象地域の拡
大が実施された。これに伴う帰省を含む外出自粛やイベン
トの中止、営業制限等の影響により、客足が減少した百貨
店などの小売業や、観光関連を中心としたサービス業の業
況感が悪化した。また、鉄鋼や木材などの原材料価格の上昇、
東南アジアの感染拡大による部品調達難が製造業、建設業
など幅広い業種における業況の押し下げ要因となっている。
業況回復に向けた動きが見られていた中小企業の景況感は、
厳しい状況が続く。

　ワクチン接種の進展による経済活動正常化に期待する声
が聞かれる一方で、新型コロナウイルスの感染収束が見通
せず、長引く受注・売上減少や客足回復の遅れから、業績

悪化の継続を懸念する企業は多い。また、世界的な半導体
不足による生産調整や、鉄鋼などの原材料価格上昇分の価
格転嫁の遅れなどもあり、先行き不透明感は強まっており、
厳しい見方が続く。

 全産業合計の業況DIは、▲29.4（前月比▲5.3ポイント）

 先行き見通しDIは、▲32.3（今月比▲2.9ポイント）

業務日誌（8月度）
1日 チームK６倉敷「いいとこ撮り」動画コンテスト（〜10/31）

2日 女性会第５回幹部会

女性会第186回役員会

日本商工会議所青年部第94回会員総会（電子会員総会）（オンライン）

3日 コロナ禍で知事の協力要請に伴う交代勤務開始

6日 青年部第５回役員会（オンライン）

11日 新倉敷商工会館建設第７回総合定例打合せ会（ハイブリッド）

19日 倉敷珠算振興会第１回検定競技部会

20日 青年部第２回通常総会・第５回例会（オンライン）

23日 チームK６企画会議

青年部第６回常任理事会（オンライン）

25日 岡山県商工会議所女性会連合会正副会長会議（ハイブリッド）

26日 新倉敷商工会館建設第13回技術定例打合せ会

新倉敷商工会館カフェ・レストラン第５回運営委員会

27日 新倉敷商工会館テナント説明会

28日 令和３年中国ブロック商工会議所青年部連合会委員会（ハイブリッド）

30日 令和３年度税制改正説明会（オンライン）

第５回小規模事業者経営改善資金貸付審査会

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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　モネがこよなく愛したジヴェルニーの家。そこは、印象派の巨匠が代表
作「睡蓮」のシリーズを誕生させる場所となりました。　
　20世紀初頭より、画家は自邸の庭にある池とそこに咲きほこる睡蓮を題
材とした絵画の制作に取り組みました。その成果は、1909年にパリで開
催された「睡蓮　水の風景の連作」展で披露され、多くの人々に感動を与
えました。そして、ある批評家はモネの睡蓮に日本の浮世絵にある「影に
よって存在を、断片によって全体を暗示するその美学」を見たのです。　
　本作品へ目を移しましょう。池を上から見下ろしたかのような俯瞰構図。
画面一面を覆う水面。そこには、映る像として周囲の木々や雲の存在がしっ
かりと表現されています。また、クローズアップされた池は、それが断片
であるからこそ、その全体を想像する喜びを、絵を見る人に与えてくれる
でしょう。モネは浮世絵の魅力を創作の源とし、この《睡蓮》にもその関
心が十分に発揮されているのです。

クロード・モネ（1840-1926）《睡蓮》1906年頃　油彩、画布　73.0×92.5cm

　コロナ関連の経営支援策が、相次いで発表されています。しかし、経営相談の現場
では、情報をうまくキャッチできず、苦境が続く事業所が多い印象を受けます。「お
客様から教えてもらい慌てて申請した」「申請期限が過ぎた後に知った」などの声も
よく聞きます。情報収集の手段の確保は重要です。当所は、メールアドレスの登録事
業所に適宜、補助金等の情報をお知らせしています。会報でも、皆様のお役に立てる
情報発信に努めたいと思います。　（大田）

公益財団法人

大原美術館
主任学芸員

孝岡　睦子

　０歳の我が子（9㎏）を抱きながら、
母子像のモデルはすごいなとしみじみ
感じます。重い、動く、落とせない、
そんな赤ちゃんを抱きながらにっこり
とポーズし続けるなんて。

知られざるOHARA Vol.12

編 集 後 記

Editor,s Note
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　キャプションに「創立間もない倉敷中央病院の全容　大正12年５月」とありました。創設は
同年6月２日なので、開業直前に撮影された写真と思われます。病床数83床、診療科7科でスター
ト、開院式には関東大震災後の復興で有名な後藤新平氏が出席しています。
　現在の病床数は1,172床、診療科37科に拡大し、先進的な医療機器・技術の導入も進めるな
ど、日本を代表する病院に成長。「東洋一の理想的な病院」を目指した創立時の理念を実現し
ています。

休　館　日：月曜日（祝日の場合は開館）
開館時間：9：00～17：00（最終入館16：30）
倉敷市中央1-1-15　電話 086-422-0005
https://www.ohara.or.jp/

　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


