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ダイヤルインを導入
総務部（代表）
　ＴＥＬ（086）424-2111
中小企業相談所
　ＴＥＬ（086）476-1005

　花園大学に入って、人生観がころっと変わりました。関

西高校の恩師のすすめで入学し、臨済宗妙心寺派総本山の

山田無文老師とのご縁をいただきました。

　入学してからずっと教えを受けていましたが、４年生の

ときに１年間、剃髪をして老師の住まれる「霊雲院」に住

み込みました。その時の副住職が、後に全日本仏教会会長

を務められた河野太通老師で、私の師匠でもあります。禅

を通じ、人生について随分考えさせられました。

２年生で応援団結成し心身を鍛錬
　２年生のとき、仲間と応援団を結成しました。当時は世

の中が右と左に分かれ、騒然としていました。その中で大

学の治安維持に貢献しようということもありましたが、一

番は応援団で心身を鍛えるのが目的でした。その頃の関西

にある大学の応援団には、関西高校ＯＢがたくさんいて、

やりやすかったのを覚えています。

　応援団を通じて得られたのは、禅学精神に基づく礼儀と

礼節です。これは社会に出て、たいへん役に立ちました。

　私が倉敷に戻ってきたのは昭和46年です。その頃の我が

社は家族の他に従業員は５人でした。今はグループで約

250人になりますが、この大学時代の経験がなければ、今

の私はなかったと思います。社員には礼儀と礼節がなけれ

ばだめだと教育をしています。

　モットーは「不二一如」です。山田老師から教えられた

言葉で、自分と他者、自然と人間、体と心は一つのもので

あるとして、調和を尊ぶ禅の思想を表しています。

　趣味は美術鑑賞。シャガール、アイズピリなど現代フラ

ンス作品が好きです。

　倉敷商工会議所の役員・議員らを紹介する「倉敷いい友」が、今月号からスタートします。
　地元を代表する企業経営者の青春時代や苦労した時代、人生の転換点など、さまざまなエピソードを交え、人物像
に迫ります。会員の皆様に人となりをより身近に感じてもらおうと、思い出の写真とともに掲載していきます。
　初回は㈱いのうえ代表取締役社長の井上峰一会頭で、次回からリレー形式で登場していただきます。

人生観変えた大学時代
大事なのは礼儀と礼節倉敷
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～新型コロナ対策、伴走型、事業継続力強化も重点に～

令和４年度事業計画・収支予算決定
「倉敷未来ビジョン」踏まえ新規事業
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　倉敷商工会議所令和4年度事業計画と収支予算が３
月23日（水）、第594回常議員会で決定しました。中
期経営計画３年目で、新倉敷商工会館建設の進展に伴
い、令和３年11月24日（水）の第592回常議員会で決定
した「倉敷未来ビジョン」も踏まえた新規事業を盛り
込みました。
　基本方針では、前年度に設置した「デジタル推進
懇談会」や「次世代モビリティ瀬戸内コンソーシア
ム」、倉敷未来ビジョンなどに触れながら、新商工
会館完成後、倉敷だけでなく高梁川流域事業者のプ
ラットフォームとして産業振興を図る方向性を示し
ました。
　重点事業の柱は、前年度と同じ①新倉敷商工会館と
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ＳＤＧｓの取り組み――
の５項目。

協議会作って無電柱化を後押し
　「新倉敷商工会館とまちづくりの強化」では、従来
通り設計事務所、施工会社との連携を図りながら、効
率的な運営を図り、解体・外構工事を進めます。会館
前の羽島四十瀬線の無電柱化推進も新たに盛り込みま
した。昨年11月に沿線主要事業者と「美しい街並み推
進協議会」を設立しており、倉敷市が事業主体となる
無電柱化を後押しします。
　高梁川流域「倉敷三斎市」は、令和３年度に規模
を縮小して試験再開し３回開催しましたが、今年度
はコロナ禍の状況を見ながら、本格的な再開を目指
します。
　このほか、観光委員会の提案により、美観地区観光

商工会（仮称）への積極的支援などを新規事業としま
した。

離島物流、ものづくりで広域連携
　「産業振興と中小企業の支援」では、２月26日
（土）に設立した「次世代モビリティ瀬戸内コンソー
シアム」（会長・井上峰一会頭）の運営を新たに実
施。昨年６月に（一社）ＭＡＳＣ所有の空飛ぶクルマ
が笠岡で全国初の屋外飛行に成功したことなどを踏ま
え、県外を含む瀬戸内海沿岸の12商工会議所・商工会
とＭＡＳＣが連携して、空飛ぶクルマや大型ドローン
を活用した離島物流、観光の事業化を図ります。
　姫路商工会議所からの提案を受け、製造品等出荷額
が大きいなど類似性の高い松本、浜松、倉敷、福山、
北九州、姫路の６商工会議所が広域連携し、具体化を
検討します。
　当所中小企業相談所は、引き続き新型コロナウイル
ス感染症対策への支援を行い、伴走型小規模事業者支
援推進事業、事業継続力強化計画策定支援を重点的に
進めます。
　「働き方改革とデジタル推進」では、各種検定試験
のオンライン受験を推進し、「デジタル推進懇談会」
の運営で会員間の連携によるデジタル化の課題解決や
人材の再教育を検討、ＡＩ（人工知能）を使って定型
業務を効率化するＲＰＡ（ロボティック・プロセス・
オートメーション）の活用の可能性も探ります。
　「『稼ぐ力』とカスタマーファースト」では、これ
までの取り組みを着実に実施。「倉敷スタイルのＳＤ
Ｇｓの取り組み」では、建設委員会の提案で「災害に
対する建物の安全性向上」を新規事業としました。

ハイブリッド方式で行われた第594回常議員会

主な新規重点事業
・新倉敷商工会館の効率的な運営
・解体・外構工事の推進
・羽島四十瀬線の無電柱化推進
・高梁川流域「倉敷三斎市」の本格再開
・美観地区観光商工会（仮称）への積極的支援
・「次世代モビリティ瀬戸内コンソーシアム」の運営
・広域ものづくり都市連携への参画と具体化の検討
・各種検定試験のオンライン受験推進
・「デジタル推進懇談会」の運営
・ＲＰＡの研究



令和４年度収支予算

素晴らしい眺望に天然木、通信・音響設備も充実

新会館建設で収支改善の見込み

新商工会館で初の常議員会と議員総会
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　12会計を集計した令和4年度の予算規模は、13億
3,000万円で前年度比44％減、会計間の重複を除くと同
46％減となり、新倉敷商工会館本体工事終了に伴う反
動が出ました。一方、新商工会館の運営経費は、ＺＥＢ
（ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング）や経費見
直しの効果で、大幅なコストダウンが図られるとともに
テナント貸室使用料が増え、収支が改善しました。
　収入の部をみると、会費は7,500万円で同4％増。本
年度は選挙年に当たるため、増口を見込みました。建
設協力金は前年度、予算を大幅に上回る実績を上げた
ことを反映し、同83％減の500万円。
　事業収入は１億7,100万円、同18％増
と２ケタの伸び。共益費を含め旧商工会
館より22％引き上げた貸室使用料が、年
間フルに寄与するとともに新規テナント
の誘致が奏功しました。
　交付金は7,100万円、同66％減で、前
年度に交付されたＺＥＢ補助金の反動
減。その他は、建設に伴う前年度の借入
金や会計間の資金移動がなくなったため
9,100万円、同92％減と大幅なマイナス
になりました。
　支出の部は、事業費が4,200万円で同

６％増、セミナー・講習会の回数増などを予算化しま
した。管理費は１億6,900万円、同３％減。常勤役職員
21名の人件費は定期昇給に伴い増額となる一方、新商
工会館の電力料、営繕費、機械整備費などが大幅に
減少しました。
　減価償却引当金は、新商工会館建設に伴い約2.7倍の
4,900万円。前年度に実行した借入金の支払利息230万
円を初めて計上しました。
　前年度建設費は12億1,900万円だったのに対し、今年
度解体・外構費は２億2,200万円でした。

　１月から運用が始まった新倉敷商工会館で３月23日
（水）、初めての常議員会と議員総会が開催され、35名
が出席、17名がオンライン参加しました。
　７階の第4・第５会議室で午後１時から第594回常議
員会、同２時15分から第185回臨時議員総会をスクール
形式で開催。
　常議員会の冒頭、井上峰一会頭は「天井と壁は全て
本物の木で、ロケーションも素晴らしい。これも皆さん
のおかげ。商工会議所としての活動をどうしていくべ
きか、深く考えさせられた」と挨拶しました。
　この後、議事に入り、全ての協議事項が全会一致で
承認決定。臨時議員総会では、三菱自動車工業㈱水島
製作所副所長の菅慎氏を副会頭に選任しました。
　オンライン出席者は、150インチの大型電動スクリー
ンに映し出され、採決では画面越しに〇印や挙手で意
思表示しました。

　同会議室は、折り紙のような形をした独特の天井
で、最大定員は110名。インターネット環境、音響設備
が整い、間仕切りをして利用することも可能で、南側
にも100インチのスクリーンが備え付けられています。

臨時議員総会で挨拶する井上会頭（第4・第5会議室）

令和４年度　予算総括表
（千円）

会　計　別 本年度
予算額

前年度
予算額

比較増減
（△）

本年度割合
（％）

一 般 会 計 184,983 220,419 △35,436 20.5%
法 定 台 帳 7,334 7,402 △68 0.8%
中小企業相談所 85,862 88,818 △2,956 9.5%
商 工 会 館 119,875 85,859 34,016 13.3%
会 員 共 済 19,995 18,995 1,000 2.2%
特定退職金共済 484,001 530,005 △46,004 53.7%

合　　計 902,050 951,498 △49,448 100.0%

新 会 館 建 設 247,948 1,392,858 △1,144,910 ―
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情報提供は拡大、人脈づくりはリアルで

中小企業相談所令和３年度セミナー・講習会

参加者は2割増え、オンライン開催も定着

　倉敷商工会議所中小企業相談所が開催した令和３年

度のセミナー・講習会は、参加者が前年度より21％

増加しました。コロナ禍の中でオンライン開催が

徐々に定着し、課題や今後の方向性も明らかになっ

てきました。

　同年度のセミナー・講習会は14回（前年度10回）開

催され、うちオンラインは７回（同７回）。参加者は

延べ666人（同550人）で、うちオンラインは257人（同

268人）でした。

　参加者数が最も多かったのは、当所と（公社）倉敷

法人会が毎年開催している「令和３年度倉敷法人学

校」。令和３年11月15日（月）から３日間で116人が受

講しました。倉敷税務署から講師を迎え、旧商工会館

で開催、オンラインはなく、年末調整や税制改正など

について説明しました。

　事業再構築補助金、同一労働同一賃金、インボイス

制度と、タイムリーなテーマを取り上げた新規は4

回。いずれも、オンラインで開催されました。

　オンライン開催で最も受講者が多かったのは、「令

和３年度オンラインくらしき起業塾」の延べ67人。同

10月30日（土）から同11月20日（土）までの毎週土

曜日、ジャイロ総合コンサルティング㈱（東京都）の

渋谷雄大氏らが講師を務めました。個別相談会も行わ

れ、19名中16名が創業計画書を提出しました。

　１日開催で最も多かったオンラインは、同9月21日

（火）の「インボイス制度オンライン講習会」。河合

中小企業診断士・社会保険労務士事務所代表の河合

政尚氏を講師に迎え、51事業所から56名が参加しま

した。

　同10月28日（木）の「事業継続計画（ＢＣＰ）セミ

ナー」は、旧商工会館会議室を会場とし、オンライン

でも受講できるハイブリッド方式で開催、会場参加は

9名、オンラインは20名でした。

回数重ね想定外のトラブル減少
　当所が初めて、セミナー・講習会をオンラインで開

催したのは、令和２年５月21日（木）。感染症対策の

ためオンライン化に踏み切り、中小企業診断士の安藤

覺氏と社会保険労務士の中西由美香氏が、新型コロナ

ウイルス感染症関連支援策について説明し、44名が受

講しました。

　以後、オンライン開催はこれまでに14回、延べ525人

が受講し、回を重ねることでさまざまな課題も浮き彫

りになってきました。

　当初、主催者側も受講者側も、設備を含む技術的

な課題があり、映像や音声が途切れるなどの不具合

が発生。しかし、今年１月に運用が始まった新倉敷

商工会館には、事務局だけでなく、全会議室にイン

ターネット環境が整うなど、主催者側の問題は解消

されました。

　オンラインでは資料を紙で提供できないことや、ス

マートフォンでは見えにくいなど受講者側の環境に左

講師も受講者もオンライン（令和３年11月20日）

ハイブリッドで開催されたセミナー（令和３年10月28日）



　令和４年度のセミナー・講習会の年間計画が、表の通り決まりました。日時や会場、講師は
正式決定後にお知らせします。
　事業継続力強化計画策定セミナー、健康経営セミナー、経営革新セミナー、資金繰り改善セミ
ナー、社内体制強化セミナー、SNS（Youtube）活用セミナー、融資可能性アップセミナーは
今年度、新たに開催するものです。
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令和４年度セミナー・講習会 新規開催が続々

右されやすい課題も残っていますが、時間の経過とと

もに慣れた人が増え、想定外のトラブルは減ってきま

した。

　オンラインのメリットとして、感染対策に加え、ア

ンケートでは、移動時間の省略、仕事の合い間に参加

できるなど、参加しやすさが挙げられています。

理解力低下、演習・実習に課題
　一方、オンラインでは理解力が落ちる、集中できな

い、臨場感がない、参加者同士のコミュニケーション

が取れない、演習や実習を伴うものができないなど、

デメリットもありました。

　規模のある程度大きい中小企業や設備のそろった事

業所、ＩＴが得意な個人事業者には好評ですが、苦手

な人は参加できないなど、デジタルデバイドの問題も

起きています。

　今後、一方通行の情報提供はオンラインで可能とし

て、積極的に推進。起業塾や参加者同士のネットワー

ク、人脈づくりを伴うものなどは、リアル開催にこだ

わっていく方針です。

開催予定月 内　　　　　容

6月 事業計画策定セミナー（全２日）

7月・11月 事業継続力強化計画策定セミナー（２回）

7月・9月・12月 インボイス制度説明会（３回）

7月 労務関連セミナー

7月 健康経営セミナー

8月 副業向けオンラインセミナー起業塾（全３日）

8月 経営革新セミナー

8月 令和4年度税制改正説明会（オンライン含・３回）

8月 資金繰り改善セミナー

9月 社内体制強化セミナー

9月・1月 電子帳簿保存法説明会（２回）

10月 SNS（Youtube）活用セミナー

11月 令和4年度オンラインくらしき起業塾（全4日）

11月 令和4年度倉敷法人学校

11月 融資可能性アップセミナー

12月 令和4年分青色申告決算説明会

1月 令和4年分所得税確定申告説明会



尾道店
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自販機でもこだわりのシフォンケーキを
幼少期からの、ケーキ屋さんに

なる夢を実現し、シフォンケーキ専
門店として開業して７年目になり
ます。

「無添加の純粋な生クリーム」、
ミネラルやオリゴ糖などを含んだ
「北海道産甜菜糖」など材料にこ

だわり、生後７カ月の赤ちゃんから
お年寄りまでが食べられるケーキ
（230円～）を作っています。中でも
〝白みそ＂は甘いとしょっぱいの相
性が良いと好評です。

コロナ禍の中で、シフォンケーキ
の自動販売機を設置し非接触でも

購入できる仕組みを導入するなど、
新たな取り組みも行っています。

今では自分のお小遣いでケーキ
を買いに来る子どもや、近所に住
む親子連れも多く来店いただいて
います。これからも安心安全なケー
キを提供できるように頑張ります。

金田口
交差点

倉敷妹尾線

2

●

●

西田保育園

早島町宮山グランド

龍真園
瀬
戸
中
央
自
動
車
道

山
陽

自
動
車
道

152

●

●

●

74

2

倉敷市立
帯江小学校

軽自動車専門店ハヤシ
倉敷店

㈲石井自動車
加須山
交差点

幸せ運ぶ
エンゼル工房プリエ

〒710-0042　倉敷市二日市452-1
ＴＥＬ　086-424-1577
営業時間／10：00〜18：00
定 休 日／日曜日、祝日
https://www.instagram.com/plier__ms.m/

代　表　五十嵐　龍真

代　表　中川　真澄

龍真園

幸せ運ぶエンゼル工房プリエ

はじめまして vol.
❶❾❺

草刈りから造園まで頼める身近な庭師に
　学生時代、職場体験で庭師の
手伝いをしたことがきっかけで、そ
の時の楽しさを忘れることが出来
ず、令和元年に創業しました。庭木
剪定、伐採、草刈り、芝生管理、造
園、坪庭づくりなどお庭に関するこ
とに幅広く対応します。

　近年は、広い土地があれば駐車
場にすることが多く、お庭として使
われる空間が減っています。その中
でも１㎡ほどの空間があれば造れる
〝坪庭＂がもっと広まってほしいと
思っています。
　庭師に依頼することは敷居が高

いと思われやすいですが、草刈りだ
けでも依頼できるようなもっと身
近な職人に感じてほしいです。25
歳という若さは、高齢者が多い庭
師の中でかなり若いので、イメージ
を変えていけるように頑張っていき
ます。

〒710-0027　倉敷市西田714-3
ＴＥＬ　090-9738-2287
営業時間／8：30〜17：00
定 休 日／不定休



　創業９年目の、１日限定５名の完全予約制のプラ
イベートスタジオです。
　「姿勢を良くしたい」「健康寿命を延ばしたい」「ス
ポーツを上達させたい」といった声を丁寧に聞き取
り、理想と現実のギャップを分析。運動、食事、休
養の観点からお客様に合った無理のないプランを提
案し、理想に近づくためのエクササイズを二人三脚
で取り組みます。

　ビギナーズコースも設けており、専属トレーナー
から２、３カ月のレッスンを集中的に受けられます。
ご希望の方には、自宅訪問の「出張パーソナルトレー
ニング」も実施しています。
　心身の健康維持には日々の努力が重要です。当ス
タジオのオーダーメイドエクササイズを通して、理
想のカラダを目指しませんか。
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Vol.212ナイススマイル

Nice Smile

　はじめまして！弊社のこだわりは、住まう人の健
康や命を守る住宅品質を常に高くし、いつの時代も
変わらず愛される「普遍性」を原点として、安心を、
信頼を、未来に積み重ねてゆけるお家をデザインす
ることです。
　弊社では、建築家と暮らしをデザインする家づく
り　「design　casa」、人気雑誌「リンネル」と考え
た北欧のように暮らす家「casa　liniere」など最長

60年保証や高品質高感度な家具付きで付加価値のあ
るお家を展開しています。
　今年６月に酒津に移転し、実際の住まいのイメー
ジがしやすくなる仕組みも充実する予定です。
　一生に一度の家づくり、後悔しないためにも、
ぜひ弊社にご相談いただければ幸いです。
　楽しくワクワクする家づくりを一緒に始めま
しょう！

ティーケーカーサ
株式会社
〒710-0807
倉敷市西阿知町1030-29 

TEL 086-466-5100
営業時間　10:00～18:00

定　休　日　水曜日、隔週木曜日

メ　ー　ル

自社HP

t.k.casa2020@gmail.
com

https://www.tk-casa.
com

フィットネス
イノベーション
〒710-0834
倉敷市笹沖638-1 オークビル103

TEL 090-4146-7939
営業時間　8：00～22：00

定　休　日　不定休

メ　ー　ル

自社HP

info.fi2013@gmail.
com

ht tp : / /www.pps f -
innovation.com
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令和３年度事業報告令和３年度事業報告
倉敷三斎市は３回、フォトミュラルは２年ぶりに開催倉敷三斎市は３回、フォトミュラルは２年ぶりに開催
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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

倉敷商工会議所くらしきＴＭＯは令和３年度、新型コ
ロナウイルスの感染拡大防止のため、様々な感染対策を
講じたうえで、高梁川流域「倉敷三斎市」、倉敷フォト
ミュラルを開催しました。
「倉敷三斎市」は、高梁川流域全体の活性化を目的と

し、11月に１年９カ月ぶりの再開となりました。しか
し、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、前
年度は11月から１月までの３回だけの開催と
なり、規模縮小による出店者数の半減により、
出店者は延べ141店、来場者数は１万４千人に
とどまりました。

倉敷フォトミュラルは、２年ぶりに開催し
ました。初めて「美しい」と「猫」の２部門で
公募し、「美しい」部門では141名から584点、

「猫」部門は143名から481点の応募がありまし
た。選ばれた65作品のうち55作品が大型布に

プリントされ、10月26日から11月14日まで駅前アーケー
ドに吊るされました。残りの10作品は天満屋倉敷店２階
での個展展示として、10月28日から11月12日まで展示さ
れました。

また、倉敷屏風祭は新型コロナウイルスの感染拡大防
止のため、残念ながら中止しました。

高梁川流域「倉敷三斎市」（12月19日） 倉敷フォトミュラル（10月25日）

 

貸室料金：900円/1h 

冷暖房費：100円/1h 

定員 ：20名程度 

貸室料金：900円/1h 

ピアノ利用料：2,000円 

冷暖房費：100円/1h 

定員 ：20名程度 

貸室料金：780円/1h 

冷暖房費：100円/1h 

 

多目的ホール 
おもむきある蔵の空間 

展示会・楽器練習等で 
ご利用いただけます 

和 室 

中庭が一望できる 
和の空間 

箱イス・座イスも 

ご用意できます 

明るい室内に広がる 
木のぬくもり 

会議室 

会議等でご利用ください 

利用状況は 

HP をチェック 

http://kcm.jp.net 

倉敷物語館 貸室 の を 

ご利用ください 

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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ミュラルを開催しました。
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し、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、前
年度は11月から１月までの３回だけの開催と
なり、規模縮小による出店者数の半減により、
出店者は延べ141店、来場者数は１万４千人に
とどまりました。

倉敷フォトミュラルは、２年ぶりに開催し
ました。初めて「美しい」と「猫」の２部門で
公募し、「美しい」部門では141名から584点、

「猫」部門は143名から481点の応募がありまし
た。選ばれた65作品のうち55作品が大型布に

プリントされ、10月26日から11月14日まで駅前アーケー
ドに吊るされました。残りの10作品は天満屋倉敷店２階
での個展展示として、10月28日から11月12日まで展示さ
れました。

また、倉敷屏風祭は新型コロナウイルスの感染拡大防
止のため、残念ながら中止しました。

高梁川流域「倉敷三斎市」（12月19日） 倉敷フォトミュラル（10月25日）

 

貸室料金：900円/1h 

冷暖房費：100円/1h 

定員 ：20名程度 

貸室料金：900円/1h 

ピアノ利用料：2,000円 

冷暖房費：100円/1h 

定員 ：20名程度 

貸室料金：780円/1h 

冷暖房費：100円/1h 

 

多目的ホール 
おもむきある蔵の空間 

展示会・楽器練習等で 
ご利用いただけます 

和 室 

中庭が一望できる 
和の空間 

箱イス・座イスも 

ご用意できます 

明るい室内に広がる 
木のぬくもり 

会議室 

会議等でご利用ください 

利用状況は 

HP をチェック 

http://kcm.jp.net 

倉敷物語館 貸室 の を 

ご利用ください 

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

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）

２年連続で健康経営優良法人
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5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 日

2 月

3 火 憲法記念日
4 水 みどりの日
5 木 こどもの日
6 金

7 土

8 日

9 月

10 火 第225回珠算能力検定・第144回暗算検定・
第135回段位認定試験申込受付開始（〜５/19）　

11 水

12 木 知的財産相談
13 金 法律相談（倉敷）
14 土

15 日 高梁川流域「倉敷三斎市」
16 月

17 火

18 水

19 木

20 金

21 土

22 日

23 月 女性会第31回通常総会
24 火

25 水 第34回正副会頭専務理事会議
第596回常議員会
法律相談（水島）

26 木 新倉敷商工会館建設第19回技術定例打ち合せ会
27 金

28 土

29 日

30 月

31 火

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476−1005】まで予約ください。

倉敷商工会議所は、２年連続で「健康経営優良法人2022
（中小規模法人部門）」に認定されました。

昨年同様、補助金申請や経営相談での来訪者が多い状態が
続いている当所は、接触機会の増加による新型コロナウイル
ス感染症への感染を防ごうと、職員へのワクチン接種を促
進。希望者への２回目ワクチン
接種率100％を達成しました。

今後も感染症対策に十分な
注意を払い、職員の健康増進に
取り組みます。

当所管内からは、「大規模法
人部門」に１事業所、その上位
法人「ホワイト500」に１事業
所が認定。「中小規模法人部門」
に64事業所、その上位法人「ブ
ライト500」に3事業所が認定を
受けています。

第161回簿記検定試験は６月12日（日）、倉敷商業高
等学校で実施予定です。受験料は１級8,290円、２級
5,160円、３級3,290円（手数料含む）。申し込みは倉敷
商工会議所ホームページから４月28日（木）まで受け付
けています。

令和２年度より開始した簿記検定ネット試験（２・３
級のみ）は徐々に受験者が増え、今年度は当所管内で、
２級を508名（合格率42.5％）、３級を672名（合格率
44.2％）が受験しました。

ネット試験は全国各地のネット試験対応会場で、自
分の都合に合わせて受験できます。簿記検定の他に
リテールマーケティング（販売士）
検定やPC検定など10試験が対応。
検定試験の申し込みは各検定試験
のホームページ（ http://qr.quel.jp/
om.php?ds=1fvlyc ）をご確認くださ
い。　

簿記検定ネット試験に1,180名
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Kurashiki CCI Business Women's Club

　

Young Enterpreneurs Group

青年部

スローガン
「We are the 倉敷商⼯会議所⻘年部

 〜能⼒を束ねて未来を切り開く〜」

　 倉敷商⼯会議所⻘年部
は、昨年度 25 周年を迎え
新たなる一歩を踏み出しま
した。今まで⻘年部を⽀え
て下さいました商⼯会議所
や市行政また、多くの諸先
輩方に深く敬意を表します
とともに心より感謝いたし
ます。
　さて今年度のスローガン

は、倉敷商⼯会議所⻘年部に誇りを持ち、共に活動す
る仲間と協力して地域に貢献できる⻘年部でありたい
との思いと願いを込め、「We are the 倉敷商⼯会議所
⻘年部 〜能力を束ねて未来を切り開く〜」と致しまし
た。このスローガンのもと会員同士の絆が強固に結ば
れるよう全力で取り組んで参ります。本年度もどうぞ
宜しくお願い致します。

　２月25日と26日、香川県高松市にて全国大会が開催
されました。コロナ禍により、当初集合形式での開催
を予定し準備を進めていましたが、感染拡大影響によ
りオンライン開催となりました。倉敷YEGからは約70
名がオンラインにて参加し、全国のYEGメンバーと交
流を深め充実した２日間となりました。

令和４年度
倉敷商工会議所青年部 会長挨拶

第41回全国大会SETOの都
香川たかまつ大会開催！

　４月２日（土）、倉敷アイビースクエアの中庭で会員
を対象とした「春のお花見寿し」の予約販売を行いま
した。
　当日はアイビースクエア内の桜も満開で、今回の為
に特別に作った「お花見寿し」をはじめ、「桜のケーキ」

「桜のどら焼き」「最中・桜まんじゅう詰合せ」「みずり
ん最中」「桜のお
かき」も併せて販
売。「具材が多く
華やかで美味し
そう」「久しぶり
に会員さんに会
えて嬉しい」な
ど、予約分を取り
に来られた会員
同士、久しぶりの
交流に花が咲き

ました。
　今回は原則女性会会員向けの予約販売でしたが、一
部観光客やホテルの宿泊客の方々からも「記念に購入
したい」とお声をいただき、少量ながら当日販売もし
ました。
　新型コロナウイルスの影響は続いていますが、倉敷
美観地区にも多くの人が詰めかけており、徐々に皆さ
んの意識が変わってきていることを実感しました。当
会は引き続き感染症対策を徹底のうえ、地域振興と経
済活性化のため、前向きに活動していきます。

商品販売の様子 メンバーで集合写真

Kurashiki CCI Business Women's Club

春のお花見寿し販売

令和4年度 倉敷商⼯会議所
⻘年部　会⻑　佐藤　健太
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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 3 期募集期間　令和4 年１月１日～令和4 年 9月30日まで　

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

入会員新
事業所名 業　　　　種 所　在　地

㈱熊野工業 建設業 北畝５－１－３３

大創テクノサービス 清掃業全般 片島町３４１－５

長谷川加奈
Fashion Consulting Office

ファッションコンサル
ティング、講師 玉島長尾

平田　裕明
（ソニー生命保険㈱） 生命保険営業 鶴の浦３－１－２８

伊田慶二税理士事務所 税理士 堀南７１６－３　グランテⅢ

スマイル 美容室 福田町浦田２１７７－１　２Ｆ
小野ビル

中西探偵事務所 探偵業 水島北春日町7－23

水本塗装店 塗装 加須山327

ハンコ卸売センター倉敷店 印鑑・ゴム印・
名刺 製造販売 浜ノ茶屋199－6

ロミロミＡｒａｒａ（アラーラ） リラクゼーションサロン 笹沖697－21

ＨＡＩＲ.ｌａｂ.ＡｔｅｌｉｅＲ
ひみつきち 美容業 水江1598－67

ヘアーワークエク
セルシア美容室 美容業 中畝10－3－47

㈱アンスリール パーソナルトレーニング、
メンタルサポート 祐安1378－2

ネクサス代行 運転代行 老松町5－4－27－1

焼肉ゆう玄 飲食店 阿知2－19－29
エトワールビル２Ｆ

ｃａｃｏｌａｓｈｏｃｏｌａ ネイルサロン 船倉町1696

ＥＳＴＨＥ ＬＡＰＩＮ エステティックサロン 福井204－8

慈愛堂 物品販売業
（贈答品の販売） 八王寺町198－5

生和　霞 サービス業
（化粧品訪問販売、エステ） 沖530－18

フィットネスイノベーション 運動指導 笹沖638－1
オークビル103

ＩＧＵＳＡ ＬＡＢＯ い草製品製造販売 西阿知町1007－33

Ｂｅａｕｔｙ Ｓａｌｏｎ Ｍａｌｉｓｓａ ネイル＆リラクゼーション 大内1202－31

Ｎａｋｏｓ ｅｓｔｈｅｔｉｃ エステティック業 安江268－6

ＦＴＣ Ｎｅｔｗｏｒｋ 電気工事業、消防設備業 玉島八島1696

㈱ひゅーまん リース業 林536－1

事業所名 業　　　　種 所　在　地

㈱マツマル 建設業 林536－1

かすがい建工 建築業 宮前407－6

西　健太 保険外交員 上東1107－8

和バルケヤキ 飲食店（居酒屋） 中畝4－2－1

ＢＲＩＬＬＥＲ ＢＯＮＩＴＡ エステ 福島255－7

オーガニックサロン
ｙｕｌａｌａ エステ 日吉町209－1

プレジール杉原102

福祉タクシースマイル 福祉タクシー 沖111－1

M&M25 飲食店（ラウンジ） 水島西常盤町5－10

東　めぐみ
（POLA エステ イン Beris） エステ、化粧品販売 大島550－1

カット・スペース・
スカイミント 理美容 徳芳37－1

辻川　啓司
（プルデンシャル生命保険㈱） 保険業 阿知2－3－9

アートメゾン倉敷201

Princess Rose Garden フラワーアレンジメント
教室 四十瀬84－24

西之浦整骨院 柔道整復 連島町西之浦354－14

髙田鮮税理士事務所 税理士事務所 中央1－24－10
高橋事務所4号室

坂口　千秋
（POLA エステ イン Beris） エステ・化粧品販売 大島550－1

鹿鳴コンサルティング㈱ コンサルティング 大島503－1

髙宮建築 大工 田ノ上678

㈱東洋プランテック 管工事の設計・
施工及び監理 連島中央2－3－30

ファミリーサロンクラブ
ベアーズ 理容業 安江398－1

なごみ鍼灸治療院 鍼灸治療 亀山352

平松酒店 酒類小売業 中庄745

山口サービス 機械器具設置 水島西通1－1931－63
水島事務所

奏建設工業 鉄工（加工） 水島西通1－1931－63
水島事務所

スナックさくら 飲食業（スナック） 水島西常盤町10－12
ニュー中原ビル1F
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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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従業員5人未満の法人役員は業務上傷病でも
傷病手当金申請可能
　平成25年10月１日以降に発生した業務上の疾

病・負傷については、健康保険被保険者５人

以下（代表取締役も含めて）の法人役員の場

合で労災保険の給付が受けられない場合には、

傷病手当金も含めて健康保険を使ってＯＫとな

りました。

〇業務上傷病の場合でも、病院で健康保険の

　保険証を使ってもＯＫ

〇業務上傷病の場合でも、健康保険協会や健

　康保険組合へ傷病手当金の申請手続きをし

　てもＯＫ

【平成25年10月１日施行の改正ポイント】
① 労災保険の給付が受けられない場合には、

健康保険の対象とすること。（第１条）

② 役員の業務上の疾病・負傷については、小

規模な法人の代表者等の場合には傷病手当

金も含めて健康保険の給付対象とすること。

（第53条の２）

※この改正内容については、平成25年10月１日以
降に発生した事故に起因する業務上の事由によ
る傷病等について適用されること。（附則 第１条）

●傷病手当金の支給については役員報酬が支
払われていないか大幅な減額が要件になり
ます。株主総会か取締役会を開いて「当該
役員の報酬につき、減額・支給しない」の
決議が必要です。法人税の損金算入につい
ても病気・けがにより働けないことが明確で
あることが必要です。

べ

Vol. 217
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大原
美術館

●倉敷
民藝館

●

●

倉敷
アイビー
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倉敷考古館

手打ちうどん
おおにし

22

旅館
くらしき

2422-8134

　昭和48年創業、もうじき50年を迎えます。
　昔ながらの製法で、カツオと昆布を下地に、味
わい深く風味の良いうどんを提供しています。
　真心込めて丹念に手で打った麺は、コシが強
く食べごたえも良いと好評です。作り置きはせず、
注文ごとに調理し、最高の状態での提供を心掛
けています。
　使用食材にも妥協はせず、うどんの良さを損
なわず、最高の相性のものを使用。リピーター続
出の瀬戸内おろしレモン（850円）は、尾道市瀬
戸田の豊富な日光と潮風で美味しさを蓄えたレ
モンを使った自慢の一品です。肉＆天ぷらうどん
（1,100円）は、凝縮された肉のうまみが格別の味
わいを醸し出します。
　お客様が安心して来店できるよう、仕切りや消
毒等の感染対策も整えています。PayPay決済も
ご利用いただけます。
　来年に控える創業50周年に向け、限定メニュー
も考案中です。
　一期一麺（メン）を信条にした、真心込めた
手作り麺をぜひご賞味ください。

最高の状態で商品提供
使用食材にも妥協なし

　うどん好きの私も思わず舌を鳴らしてしまう美味
しさです。ほど良いうどんのコシとスープの相性が
絶妙で、思わず2品いただいてしまいました。レパー
トリーも豊富で、次回はまた違う品を楽しみたくな
ります。　　　　　　　　　　　　　　　（大田）

〒710-0054
倉敷市本町5-29
営業時間/10：00～16：00（平日）、
　　　　 10：00～17：00（土・日・祝）
定 休 日/不定休
ＵＲＬ/ https://www.instagram.
           com/teuchiudon_onishi/

瀬戸内うどんレモンミニ天セット（1,100円）瀬戸内うどんレモンミニ天セット（1,100円）

肉＆天ぷらうどん肉＆天ぷらうどん（1,100円）（1,100円）

大西洋店長夫妻大西洋店長夫妻



 Kurashiki 13

新商品・新店舗・新拠点・新サービス・
新メニュー・会員事業所限定PRコーナー！

⃝掲載希望の方は本文200字、写真１枚、
　事業所情報を kcci@sqr.or.jp へ送信。
⃝掲載可否、内容はご一任願います。
　お問い合わせは ☎4２4－２１１１へ。

掲｜載｜無｜料御社の“新”をお知らせ下さい

SDGｓ経営の
基本学ぼう

最新OS対応の講座に一新

最近求められることが増えた社会
課題を解決するための「SDGｓ経営」。
その基礎を理解できる「Step１講座

（ファースト講座）」の無料提供を開
始しました。

SDGs経営のポイントは、自社の「理
念」×「強み」で社会課題を解決して存
在意義を示すことです。自社の経営に
結び付かないSDGｓでは続きません。

変化に対応できる、未来からも愛さ
れ続けるソーシャル・グッドな企業経
営の第一歩として、まずは基礎を学ん
でみませんか？お気軽にお問い合わせ
ください。

iPhone&iPad講座を最新のOSに対
応したものにリニューアルしました。

まずは入門講座で基礎をマスター、
動画編集やSNSの発信など、iPhone・
iPadを趣味にも仕事にも活かせる講座
にステップアップできます。中でもトラ
ブル対応方法や便利なテクニックなど、
お得な知識が学習できる「iPhone&iPad
よくばり講座」が人気です。

パソコン講座でも最新のWindows11
講座が開講しました。無料の説明会も
実施中。どんな講座の内容も確認いた
だけますので、まずはお気軽にお問い
合わせください。

焼き菓子をオンラインでも

新しいスイートポテト登場

平成２年の創業以来、洋菓子を製
造・販売しております。

より多くのお客様に弊社の商品を
楽しんでいただこうと、焼き菓子の
オンラインショップを新規開設いた
しました。

製造から個別の包装まで、全て店
内厨房で１点１点手作業で行ったこ
だわりの商品をお気軽にお買い求め
いただけます。

自家需要はもちろん、各種「熨斗
（のし）」体裁にも対応しており、中
元・歳暮などのご進物にもご利用い
ただけます。ぜひ１度サイトをのぞ
いてみてください。

明 治10年 創 立 の 老 舗 和 菓 子 店
です。

ご好評いただいておりました「和
風ポテト」が２月よりリニューアル
し、さらに美味しくなり、パッケー
ジも新たに生まれ変わりました。

和菓子作りで培った匠の技術と厳
選した材料で2層仕立てに仕上げ、
鳴門金時芋の風味となめらかな白
餡のバランスがお楽しみいただけ
る新しいスイートポテトです（1個
170円）。

ご進物やおやつ等幅広くご利用い
ただけるお菓子ですので、是非この
機会にご賞味ください。

住 倉敷市新田3264
電 086-421-7898
営 8：00～17：00

 https://kanata26.com/

住 倉敷市白楽町249-5 倉敷商⼯会館4階
電 086-441-1313
営 月 木 土 10：00～18：00
　火 水 金 10：00～20：30

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

㈱あさひ Kanata 事業部

倉敷商工会議所パソコン教室

住 倉敷市田ノ上1126-1
電 086-421-4115
営 9：00～19：00

 https://shop.budoen-cake.com/

住 倉敷市阿知２-19-28
電 086-422-5585
営 9：30～18：00

https://kikkodo.com

手作りケーキの店 葡萄園

橘香堂　本店

⃝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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従業員5人未満の法人役員は業務上傷病でも
傷病手当金申請可能
　平成25年10月１日以降に発生した業務上の疾

病・負傷については、健康保険被保険者５人

以下（代表取締役も含めて）の法人役員の場

合で労災保険の給付が受けられない場合には、

傷病手当金も含めて健康保険を使ってＯＫとな

りました。

〇業務上傷病の場合でも、病院で健康保険の

　保険証を使ってもＯＫ

〇業務上傷病の場合でも、健康保険協会や健

　康保険組合へ傷病手当金の申請手続きをし

　てもＯＫ

【平成25年10月１日施行の改正ポイント】
① 労災保険の給付が受けられない場合には、

健康保険の対象とすること。（第１条）

② 役員の業務上の疾病・負傷については、小

規模な法人の代表者等の場合には傷病手当

金も含めて健康保険の給付対象とすること。

（第53条の２）

※この改正内容については、平成25年10月１日以
降に発生した事故に起因する業務上の事由によ
る傷病等について適用されること。（附則 第１条）

●傷病手当金の支給については役員報酬が支
払われていないか大幅な減額が要件になり
ます。株主総会か取締役会を開いて「当該
役員の報酬につき、減額・支給しない」の
決議が必要です。法人税の損金算入につい
ても病気・けがにより働けないことが明確で
あることが必要です。
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　昭和48年創業、もうじき50年を迎えます。
　昔ながらの製法で、カツオと昆布を下地に、味
わい深く風味の良いうどんを提供しています。
　真心込めて丹念に手で打った麺は、コシが強
く食べごたえも良いと好評です。作り置きはせず、
注文ごとに調理し、最高の状態での提供を心掛
けています。
　使用食材にも妥協はせず、うどんの良さを損
なわず、最高の相性のものを使用。リピーター続
出の瀬戸内おろしレモン（850円）は、尾道市瀬
戸田の豊富な日光と潮風で美味しさを蓄えたレ
モンを使った自慢の一品です。肉＆天ぷらうどん
（1,100円）は、凝縮された肉のうまみが格別の味
わいを醸し出します。
　お客様が安心して来店できるよう、仕切りや消
毒等の感染対策も整えています。PayPay決済も
ご利用いただけます。
　来年に控える創業50周年に向け、限定メニュー
も考案中です。
　一期一麺（メン）を信条にした、真心込めた
手作り麺をぜひご賞味ください。

最高の状態で商品提供
使用食材にも妥協なし

　うどん好きの私も思わず舌を鳴らしてしまう美味
しさです。ほど良いうどんのコシとスープの相性が
絶妙で、思わず2品いただいてしまいました。レパー
トリーも豊富で、次回はまた違う品を楽しみたくな
ります。　　　　　　　　　　　　　　　（大田）

〒710-0054
倉敷市本町5-29
営業時間/10：00～16：00（平日）、
　　　　 10：00～17：00（土・日・祝）
定 休 日/不定休
ＵＲＬ/ https://www.instagram.
           com/teuchiudon_onishi/

瀬戸内うどんレモンミニ天セット（1,100円）瀬戸内うどんレモンミニ天セット（1,100円）

肉＆天ぷらうどん肉＆天ぷらうどん（1,100円）（1,100円）

大西洋店長夫妻大西洋店長夫妻
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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  健康管理係
〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9820　FAX 434―9805

中小規模事業所向け出前講座について中小規模事業所向け出前講座について

■出前講座メニュー■■出前講座メニュー■

■お申し込み■■お申し込み■

～労働条件通知書を交付しましょう！～
専門相談（無料）

税務署での税務相談は
事前予約 事前予約 が必要です

　倉敷税務署での税務相談は、次のとおり事前予約が
必要です。
　なお、予約時間は、土曜・日曜・祝日等を除く平日の
９時から16時までです。

【税目等別税務相談・予約指定曜日】

●申告所得税及び消費税（個人）

　　　▶▶▶火・木曜日
●相続税、贈与税及び譲渡所得

　　　▶▶▶月曜日
●法人税、源泉所得税、消費税（法人）及び諸税

　　　▶▶▶水・金曜日

【事前予約の手順】

《STEP1》
　倉敷税務署 086-422-1201（代表電話）

《STEP2》
　音声案内に従って「2」をお選びください。
※予約の際には、お名前・ご住所・ご相談内容等をお伺いします。

　労働基準法の規定により、使用者は労働契約の締結時や
契約更新時、労働者に書面を交付する方法により、労働条
件を明示なければなりません。（労働者が希望した場合に
は、ＦＡXやＥメール、ＳＮＳメッセーシ 等゙でも可）。こ
れを労働条件通知書と呼びます。
　労働条件通知書が交付されることで、労働者は自分の労
働条件を書面で確認でき、納得・安心して働くことができ
るとともに、労使間のトラブルを防止することができます。
さらに労使の信頼関係や労働者のモチベーションを高める
ことも期待できます。
　使用者は、労働者（正社員、パート、アルバイトを問い
ません。）を採用する場合には、必ず労働条件通知書を労
働者に交付しましょう。その際、事実と異なる記載をしな
いこと、実際に労働者が勤務を始める前に交付することに
注意しましょう。ハローワークを通じて採用する場合でも、
求人票とは別に交付する必要があります。
　また、求職者・労働者は、自分の働く労働条件について、
労働条件通知書でしっかり確認しましょう。

　倉敷商工会議所中小企業相談所の専門指導員等による専
門相談（無料）の令和４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
（☎086-476-1005）で申し込んでください。

　今、若い世代・働き盛り世代の健康づくりがとても重要と
されています。また、健康でいきいきと働くことは、個人の
生活の質を向上させるだけでなく、会社全体の業績にも良い
影響があると言われています。
　倉敷市では、看護職等の健康管理を担う専門職が在籍しな
い中小規模事業所の従業員を対象とした健康に関する出前講
座を無料で実施しています。従業員数が10人未満の事業所
でもお申し込みいただけます。会社での健康づくりに取り組
むきっかけとしてぜひご利用ください。

講座は２時間で講話１時間と測定体験１時間
①健康づくり全般（健康への道）＋体組成測定体験
②女性の健康（いつまでも輝いて！働く女性の健康応援講座）
　＋骨密度測定体験
③心の健康（ストレスに負けない心の健康づくり講座）
　＋ストレス測定体験
④栄養・食育（働く人こそ食事が大事）＋体組成測定体験

倉敷市保健所健康づくり課健康管理係
倉敷市笹沖170番地
TEL 086-434-9820　FAX 086-434-9805

お問い合せは、倉敷労働基準監督署
TEL. 086－422－8177まで

（人を雇うときのルール） （労働基準主要様式）

倉敷市保健所は、市民の健康づく
りと生活習慣病予防を応援します。

法律相談 知的財産相談
４月 １日（金） 27日（水） 14日（木）
５月 13日（金） 25日（水） 12日（木）
６月 ３日（金） 22日（水） ９日（木）
７月 １日（金） 27日（水） 14日（木）
８月 ５日（金） 24日（水） 18日（木）
９月 ２日（金） 28日（水） ８日（木）
10月 14日（金） 26日（水） 13日（木）
11月 11日（金） 30日（水） 10日（木）
12月 ９日（金） 23日（金） ８日（木）
１月 13日（金） 25日（水） 12日（木）
２月 ３日（金） 22日（水） ９日（木）
３月 ３日（金） 22日（水） ９日（木）
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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

株式
会社

会報広告・チラシ折込で１枠無料
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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４年３月調査結果）
業況DI は、持ち直しの動き
先行きは、コスト増への警戒感強く慎重な見方

※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

３月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４～６月
全産業

建 設

製 造

卸 売

小 売

サービス

▲35.3

▲18.4

▲33.6

▲35.0

▲33.9

▲48.5

▲28.9

▲22.1

▲14.7

▲32.1

▲42.2

▲34.8

▲21.1

▲18.2

▲13.7

▲20.8

▲35.2

▲18.9

▲15.8

▲16.3

▲9.3

▲11.6

▲30.0

▲12.5

▲18.2

▲21.5

▲6.9

▲18.1

▲26.7

▲20.4

▲33.9

▲22.9

▲21.1

▲38.2

▲43.8

▲43.2

▲32.7

▲23.6

▲25.0

▲33.3

▲40.9

▲39.0

▲28.8

▲26.7

▲24.4

▲37.3

▲36.2

▲24.7

2021年 2022年2021年

　新型コロナ感染拡大の影響に伴う巣ごもり需要による日
用品などの売上が増加した小売業や、飲食料品関連の卸
売業の業況感が改善した。一方、18都道府県におけるまん
延防止等重点措置が延長され、営業制限やイベントの中止
が続く中、観光関連や対面サービス業を中心に売上が低迷
するほか、製造業では、慢性化する部品供給制約に伴う生
産調整の影響を受けた自動車関連の動きが押し下げ要因と
なっている。業種を問わず、原油価格を含む資源・資材価
格、原材料費の高騰などのコスト増加が収益回復の足かせ
となっており、中小企業の景況感は、持ち直しの動きがみ
られるものの、力強さを欠く。

　まん延防止等重点措置の全面解除に伴う客足や消費の回
復、国・自治体による需要喚起策への期待感が伺える。一方、
部品の供給制約、資源価格の高騰が継続し、コスト増加分

の価格転嫁が遅れる中、ウクライナ情勢悪化に伴い、円安
やコスト増がさらに加速するとの懸念から警戒感が強まり、
中小企業の先行きは慎重な見方が続く。

 全産業合計の業況DIは、▲32.7（前月比+1.2ポイント）

 先行き見通しDIは、▲28.8（今月比+3.9ポイント）

業務日誌（3月度）
1日 日本商工会議所青年部×イスラエル イノベーションシンポジウム2021（オンライン）

2日 第11回小規模事業者経営改善資金貸付審査会

4日 第３回運営委員会

日本商工会議所青年部桃太郎の町岡山企業視察（ハイブリッド）

8日 消防訓練

青年部令和４年度第３回役員予定者会議

青年部第12回役員会

9日 （一社）岡山県商工会議所連合会令和３年度臨時総会並びに県下商工会議所会頭・副会頭会議

10日 日本珠算連盟岡山県連合会令和３年度第２回理事会

岡山県商工会議所青年部連合会新旧合同出向者会議

11日 女性会11回幹部会

女性会191回役員会

12日 中国ブロック商工会議所青年部連合会令和４年度委員会（オンライン）

14日 岡山県商工会議所女性会連合会正副会頭会議（ハイブリッド）

15日 第50回倉敷天領夏祭り第４回実行委員会

17日 日本商工会議所第714回常議員会・第289回議員総会（ハイブリッド）
日本商工会議所創立100周年記念第134回通常議員総会（ハイブリッド）

18日 青年部令和３年度納会（ハイブリッド）

日本商工会議所青年部第305回役員会等（オンライン）

23日 第32回正副会頭・専務理事会議

第594回常議員会（ハイブリッド）

第185回臨時議員総会（ハイブリッド）

25日 第18回新倉敷商工会館建設技術定例打ち合わせ会

28日 青年部令和４年度第１回常任理事会（オンライン）

第12回小規模事業者経営改善資金貸付審査会

29日 デジタル推進懇談会第３回打ち合わせ

女性会第４回総務委員会

31日 チームK６企画会議

　毎月25日発行の会報への広告掲載、折込チラシの利
用をすると、新倉敷商工会館１階に設置している大型
デジタルサイネージ（55インチ）１枠（15秒）が無料
で提供されます。放映期間は契約月の1日から月末ま
で。申込書と広告データの提出は前月20日まで。チラ
シの納品期限は前月末です。
お問い合わせは会報係（TEL.424–2111）まで。
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　吸い込まれそうな暗闇に浮かぶ男の首。口を固く結び、どこか虚ろな
まなざしでこちらを向く彼は、著名な画家エドヴァルト・ムンク本人です。
ムンクはしばしば自画像を制作しており、これは31歳のときの石版画
です。
　画面下部に置かれた骸骨は「人の命の儚さ」を表わす伝統的なモチーフ
ですが、ムンク自身の左腕にも見えるのは印象的です。同じ位置に腕を置
くレンブラントの《34歳の自画像》（ロンドン、ナショナル・ギャラリー）
のオマージュなのかもしれません。この自信に満ち溢れるような表情との
対比から、より一層、ムンクの自画像は死の印象を深くします。
　幼少期より家族を相次いで亡くし、自身も病弱であったムンクにとって、
生と死は生涯をかけて取り組むべきテーマでした。画面上部に自身の名前
と制作年を記すことで、墓碑とも形式的な類似を示す本作は、いつ訪れて
もおかしくない自身の死を直接的に表した作品なのかもしれません。

エドヴァルト・ムンク《自画像》1895年、石版・紙、45.5[60.5]×31.7[44.5]cm

　暖かくなり食欲が増してきました。カツオ、新タマネギ、イチゴなど春は美味しい
ものが多く、つい食べ過ぎてしまいます。そんな話を上司にすると、「時期、気温関
係なく、オールシーズン食欲旺盛だよね！」と言われ、自分でも納得。食べることが
ストレス発散になっていると自覚しました。４、５月はメンタルが不安定になりやす
い時期です。自分自身のストレスと向き合い、うまく付き合っていけるような考え方
や見方を探し出し、セルフケアに努めたいと思います。　（藤原）

公益財団法人

大 原 美 術 館
学芸員

大塚　優美

　この前、あまりに寒くてブブーツを買い
ました。足をすっぽり覆う靴の暖かさに
感動して、ほぼ毎日はいています。この
原稿が載るころ（2カ月後）まで使って
いそうな勢いです。

知られざるOHARA Vol.19 

編 集 後 記

Editor,s Note

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。

　３年前、倉敷市水島地区の中小企業が立ち上げた女子
バレーボールチーム「倉敷アブレイズ」。コロナ禍という
逆風の中で、選手たち＝写真＝は運営会社の秀栄システ
ムテクノ㈱（倉敷市南畝３丁目）で働きながら練習を続け、
国内トップのVリーグ参入を目指しています。
　倉敷アブレイズは、自らもバレーボールの経験があ
る秀栄システムテクノ㈱の鈴木秀生社長が、若い人たち
が地元で競技を続けられる環境を作ろうと設立。専用ト
レーニング施設を建設し、地元をはじめ国内外から選手
を集めました。
　令和２年に「地域リーグ」へ参戦。Ｖリーグに上がる
には、１つのハードルとしてこの大会で上位入賞及び出
場実績の必要がありますが、コロナ禍のため、同３年か
ら昇格につながるリーグ戦が開催されていません。その
中で、各種大会に出場し実績を積んでいます。
　また、地域活動にも積極的に取り組み、倉敷市内が拠

点のジュニアチームなどを対象にしたバレーボール教室
も開催。個人会員（年会費2,000～50,000円）、法人会員（年
会費10,000円～）を募ってファンクラブを組織、毎年２月
か３月ごろに感謝祭を開催し、地域との関係を深めてい
ます。
　昇格のためには、Ｖリーグ機構のライセンス取得が前提
で、資金力も課題です。持続可能なクラブを目指し、パー
トナー及びJOBパートナー（選手の出向）を募集しています。
　倉敷商工会議所は会報５月号から、連載「倉敷から全
国へ！ 倉敷アブレイズ」をスタートします。

Vリーグ目指す倉敷アブレイズ
～ライセンス取得に資金力も課題～
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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


