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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

　一橋大学卒業後に入社し６年在籍した松下電器産業㈱
で、仕事観、職業観に大きな影響を受けました。入社当時、
「モノをつくる前にヒトをつくる会社」と教えられました。
その頃は「会社に人格を作られてたまるか」と反発もしま
したが、今になってみると「企業は人なり」は真理だと実
感します。
　入社してから労政部に配属され、労使交渉の下働きのよ
うなことをしていました。本社勤務だったため、ロールス
ロイスで出勤される故松下幸之助さんをたまにお見掛け
したのを覚えています。
　伊澤（正信）副会頭も松下電器出身で、在籍時期はかぶっ
ていませんが、同じものを感じることがあります。

アメリカ文化に触れた30歳代後半
　平成16年から３年半、30歳代後半の取締役時代、テネ
シーにある現地法人の運営のため、アメリカに駐在しまし
た。アメリカ文化に触れ、率直にものが言えるようになり
ました。
　現在、５カ国に進出し、コロナ禍前には海外出張してい
ました。日本人には当たり前のことが、当たり前でないこ
ともあります。海外の人たちに理解してもらうのは難しい
と実感していますが、コミュニケーションを繰り返すしか
ないと思っています。

　学生時代、バスケットボールとアルバイトに明け暮れま
した。4年生のとき、バスケットの聖地である代々木体育
館で行われた10大学リーグの公式戦で、当時の強豪だった
拓殖大学を相手にゴールをあげることができたのが、いい
思い出です。今も大学時代の友人で交流があるのは、バス
ケットの人たちです。
　座右の銘は「誠実」。ジェフリー・アーチャーなどの海
外小説が好きで、週１回はジムで走っています。音楽はク
ラシックをいろいろ聞きますが、コロナ禍でコンサートが
減り、海外の音楽家の演奏がなかなか聞けないのが残念で
す。

　「倉敷いい友」2回目は、丸五ゴム工業㈱代表取締役社長の藤木達夫副会頭が登場。サラリーマン時代は「財界と
いうことは全く頭になかった」そうですが、当所の副会頭職を務めて８年目に入っています。

「企業は人なり」を実感
教えられた会社員時代倉敷
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サラリーマン時代の藤木副会頭（左端）

倉敷いい友vol.2������1

くらしきＴＭＯ事業は
より前向きに���� 2・3

安定経営へ支援策の活用を��4

３年ぶり職員募集����5

木下大サーカス�����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

倉敷小町ポスター����9

青年部�������� 10

女性会�������� 10

新入会員������� 11

ご存知ですか����� 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

会社法改正による・・・��� 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

倉敷アブレイズ���� 16

目　　次 付　　録

◦

◦

◦

建設協力金

日商簿記検定のお知らせ

カイロスマーケティング㈱



　コロナ禍で沈滞ムードが漂っていたくらしきＴＭＯ事業は今年度、より前向きに開催を目指す方針を
決めました。倉敷屏風祭は３年ぶりの開催、高梁川流域「倉敷三斎市」は開催日の増加を目指し、倉敷フォ
トミュラルは２年連続の実施に向けて準備を進めます。
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 令和４年度高梁川流域「倉敷三斎市」実行委員会第１
回総会（委員長・鴨井尚志倉敷商工会議所副会頭）は５
月９日（月）、コロナ禍でも可能な限り開催し、本格再
開を目指す方針を決めました。
 同実行委員会総会には委員19名が出席し、鴨井委員
長は「それぞれの立場からコロナで感じられた変化やご
意見を伺いたい」、来賓の井上峰一会頭は「コロナの中
で、市民の皆様の元気が出るような中身となるよう期待
している」と挨拶。この後、前年度事業報告と決算、今
年度事業計画と予算が承認されました。
 感染対策として、昨年度同様、手指消毒液、非接触検
温器、オリジナルマスクシール等の感染予防対策を実施
したうえで、４月17日から３月19日までの毎月第３日曜
日午前8時から同11時まで、駅前アーケード内で開催。
 今年度も本格再開への移行期間と位置付け、岡山県や
倉敷市の新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るガイ
ドラインに則り、規模を縮小してまん延防止等重点措置

等が出ない限り、できるだけ開催を進めます。
 また、昨年の12月、１月に行った倉敷三斎市オリジ
ナルマスキングテープのプレゼントキャンペーンは今
年度も実施予定とし、駅前、美観地区周辺の宿泊客や
水島臨海鉄道利用者の誘客を図ります。高梁川流域の
他地域との連携を強化するため、新しい方法も検討し

 倉敷屏風祭第１回実行委員会（委員長・鴨井尚志倉
敷商工会議所副会頭）は４月28日（木）、３年ぶりの
開催に向けて、前向きに準備を進めていく方針を決め
ました。日程は10月15日（土）から２日間で、十分な
感染対策を取るとともに、スマホを活用した案内の強
化を検討します。
 同実行委員会には17人が出席し、鴨井委員長は「２
年間のブランクの中でお気付きのことがあれば、ご指
摘いただきたい」と挨拶。この後、前年度事業計画と
決算、今年度事業計画が承認されました。
 同実行委員会に先立ち、直近３年間の出展者へのア
ンケートを実施。前年度と同様の内容の質問で、「開催
すべき」「感染対策を十分に行い開催」「準備を進め直
前の感染状況で判断」が全体の81％を占め、前年度より
10ポイントアップ。「開催に反対」は０％でした。
 感染対策として、手指消毒液、非接触検温器、サイン
表示の設置、オリジナルマスクシールの作成等、十分な
感染予防対策を実施。また、チラシやパンフレットなど

の印刷物をデータ化することで、ボランティアスタッフ
と来場者との接触の回避を図り、案内図をＱＲコードに
より簡易にスマホ対応ができるよう検討します。
 まん延防止等重点措置や緊急事態宣言が発令されて
いる場合は中止を検討し、印刷物をデータ化すること
で、開催可否に関する最終決定を９月下旬頃まで延ばす
ことができるようになりました。開催可否については、
正副委員長に一任することの承認を得ました。

委員19名が出席した第１回総会（5月9日）

前回開かれた倉敷屏風祭（令和元年10月19日）

高梁川流域「倉敷三斎市」

倉敷屏風祭

感染対策し本格再開模索

出展者の開催希望が増加

くらしきＴＭＯ事業はより前向きに



ウクライナへ義援金 倉敷市に１００万円を寄託

倉敷天領夏祭り、水島港まつりは中止
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ていきます。
 昨年度の出店者のうち、倉敷市内は47％、高梁川流域

の地域を含めると71％を占め、岡山市や美作市などの他
地域からの出店者が28％でした。

 倉敷フォトミュラル第１回実行委員会（委員長・岡荘
一郎（公財）倉敷市文化振興財団理事長）は４月21日
（木）、駅前アーケード展示の２年連続実施と「高校生
ワークショップPHOTO STADIUM」の３年ぶ
りの開催を決めました。
 同実行委員会には委員10人が出席し、岡委員長は「コ
ロナ禍の中で開催できることを祈りながら、今日を迎え
ている」と挨拶。岡山県立大学デザイン学部教授の北山
由紀雄委員とSAＫUＲA Pｒｏｊｅｃｔが、前年度
の事業報告と今年度の事業計画を説明し、全会一致で承
認されました。
 昨年に引き続き、駅前アーケードで展示を行います。
今年のテーマは「ときめき」と、昨年同様に「猫」との
２部門。７月22日（金）から8月22日（月）まで募集。
９月２日（金）の審査会を経て、10月25日（火）から11
月13日（日）まで駅前アーケードでテーマ展は大型布33
点（前年より２点減）を展示します。駅前アーケード展

示期間中、22点（前年より２点増）を「ねこらいふ展
ｉｎ天満屋倉敷店」も行います。
 関連企画として、「高校生ワークショップPHOTO 
STADIUM」を8月11日（木）から同14日（日）まで
倉敷市芸文館で開催。
 一方、「親子ワークショップ」と「うちとこの“もん
げェ～”もん」は中止します。

 ロシアによる侵攻で被害に遭っているウクライナ
の人たちの支援に役立ててもらおうと、倉敷商工会
議所は４月28日（木）、倉敷市に100万円を寄託し
ました。
 井上峰一会頭が同日、倉敷市役所を訪れ、伊東香
織市長に義援金目録を手渡しました。
 伊東市長は「当市に避難されてこられる方々のた
め、また日本赤十字を通じて現地支援のために大切
に使わせていただきます」と謝辞。この後、井上会
頭とロシアの侵攻、ウクライナ人道支援などについ
て意見交換をしました。

 同27日（水）に開催された当所第595回常議員会で
は、ウクライナ避難者支援のため、議員活動費の中
から100万円
の拠出を決
議。当所が
倉敷市に義
援金を贈る
のは、平成
30年７月以
来３年９カ月
ぶりです。

 今年度の「倉敷天領夏祭り」と「水島港まつり」
は、新型コロナウイルスの感染状況を考慮した結果、
３年連続で中止となりました。
 倉敷天領夏祭り実行委員会は、過去に踊りやパレー
ドに出場した団体に出場意向アンケートを実施。参加
希望は３分の１ほどで、医療関係8団体からの参加希
望はありませんでした。「倉敷小町コンテスト」は例

年通り実施します。
 水島港まつり運営委員会は、市民総踊りの参加者へ
聞き取りを実施。参加希望は２団体のみで、不参加の
団体からは「新規感染者が高止まりしている状況では
参加は困難」「十分な安全が確保できなければ辞退し
たい」などの声がありました。

映像を使った説明があった第１回実行委員会（4月21日）

目録を手にする井上会頭（右）と伊東市長

倉敷フォトミュラル

ねこブームで関連展示も



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　先行き不透明なコロナ禍により、資金調達は経営に大きな影響を与えます。国や自治体は事業存続
支援のため、つなぎ資金をはじめ、事業立て直しの資金調達手段を多岐にわたって用意しています。
ポストコロナを見据え、今年度創設された倉敷市の「新分野展開チャレンジ支援補助金」など主な支
援策をまとめました。

安定経営へ支援策の活用を
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倉敷市内の中小企業者
⑴市内に住所及び事業所を有する個人事業主
⑵市内に主たる事業所を有する会社
現行の事業分野と異なる新たな分野への事
業進出で、①から③全ての要件を満たすこと
①申請事業者が現在提供していない新たな
製品、商品又はサービスを提供すること
②新たに提供する製品、商品又はサービス
が、申請事業者の現行事業で対象として
いない顧客層を対象としていること
③令和５年10月末までに事業化できる計画
であること
機械装置・システム費、外注費、広告宣伝・販
売促進費等
200万円
補助対象経費の２／３以内
６月30日(木)までに、必要書類を倉敷市商工
課へ提出
倉敷市文化産業局 商工労働部 商工課
TEL 086-426-3405（土日・祝日を除く）
受付時間 8:30～17:15
https://www.city.kurashiki.okayama.
jp/38876.htm

小規模事業者
機械装置費、広報費（HP、チラシ）、委託・外
注費（店舗改装）等
50～200万円
・〈通常枠〉上限  50万円
・〈特別枠〉上限200万円（賃金引上げ枠・
  卒業枠・後継者支援枠・創業枠）
（※）特別枠の内、インボイス枠は上限100万円
補助対象経費の２／３以内
（※「賃金引上げ枠」に申請する赤字の事業者
は３／４以内）
第９回公募 ９月中旬を予定
小規模事業者持続化補助金事務局
TEL：03-6632-1502（土日・祝日を除く）
受付時間 9:00～12:00､13:00～17:00
https://r3.jizokukahojokin.info/

商工会議所等で経営支援を受けた小規模事業者
①最近１ヵ月間の売上高又は過去６ヵ月（最近
１ヵ月を含む。）の平均売上高が前４年のい
ずれかの年の同期と比較して５%以上減少

②前４年全ての同期との比較が望ましくな
い場合であって、最近１ヵ月間の売上高
又は過去６ヵ月（最近１ヵ月を含む。）
の平均売上高が、次のいずれかと比較し
て５％以上減少
a 過去３ヶ月（最近１ヶ月を含む。）の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月～12月の平均売上高
別枠1,000万円
コロナの影響により必要となる運転資金およ
び設備資金
10年以内（据置可）
1.21%（令和４年５月１日時点）より当初３年
間、▲0.9%
※別途要件を満たすことで特別利子補給制度
（実質的な無利子化）の併用が可能
令和４年9月末日まで（予定）
倉敷商工会議所 中小企業相談所
TEL 086-476-1005（土日・祝日を除く）
受付時間 9:00～17:30
http://www.kura-cci.or.jp/

中小企業・小規模事業者等
ソフトウェア、PＣ・タブレット、レジ・券売機等
（※）該当する機能の詳細は、同補助金HPに
てご確認ください
・〈通常枠〉上限30万円～450万円
  補助率：１/２
・〈デジタル化基盤導入枠〉
 〈ITツール〉 上限 ５万円～350万円
  補助率：最大３/４
 〈PＣ等〉 上限10万円 補助率：１/２
 〈レジ等〉 上限20万円 補助率：１/２
２次締切 6月13日（月）17：00（予定）
サービス等生産性向上IT導入支援事業コール
センター
TEL：0570-666-424（土日・祝日を除く）
受付時間 9:30～17:30
https://www.it-hojo.jp/

新分野展開チャレンジ支援補助金

小規模事業者持続化補助金

新型コロナウイルス対策マル経融資

IT導入補助金

倉敷市

経済産業省

倉敷商工会議所／日本政策金融公庫

経済産業省
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　倉敷商工会議所は、３年ぶりに職員の新規採用を行います。今年１月に運用を
開始したばかりの新商工会館は、固定席を決めないフリーアドレスや大胆なレイ
アウトを採用するなど最先端のオフィス。自らが企画・運営した事業がカタチと
なり、地域への貢献を実感できる仕事です。

職務内容
一般事務職　若干名

応募資格
⃝平成９年４月２日以降生まれで令和３年３月以 
　降に大学、大学院を卒業または卒業見込みの方
⃝普通自動車免許をお持ちの方もしくは入所まで 
　に取得予定の方

会社説明会
⃝令和４年６月27日（月）～７月８日（金）の平日
⃝参加希望者は「リクナビ2023」（https://

job.r ikunabi .com/2023/company/
r818120001/） から予約

応募書類
履歴書・自己ＰＲシートを当所総務課へ提出して
ください。

自己ＰＲシートは当所ホームページ（http://
www.kura-cci.or.jp/post-8327/）よりダウン
ロードしてください。

応募締切
令和４年７月13日（水）
午後５時必着　〈郵送（書留）可〉

一次試験（筆記試験）
令和４年７月31日（日）
　一般教養、小論文
　※受験票は事前に郵送します

二次試験（面接試験）
８月お盆明け実施予定

最終試験（面接試験）
９月下旬～10月上旬予定
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倉敷商工会議所 ３年ぶりに職員募集

令和４年６月26日（日）～９月７日（水）
（毎週木曜日と６月29日（水）、７月６日（水）・20日（水）、
８月３日（水）・10日（水）・17日（水）は休演。但し８月
11日（木・祝）は開演）

岡山ドーム東隣特設会場（JR北長瀬駅東800m）

山陽新聞社

岡山県、岡山市、倉敷市、倉敷市教育委員会、倉敷市
社会福祉協議会、岡山県商工会議所連合会など

●木下大サーカス岡山公演

開催日

会　場

主　催

後　援

　希望者は、６月10日（金）までに①事業所名②所在地③氏名
④電話番号を明記し、木下サーカス招待券係まで、ファクス
（086–426–6911）でお申し込みください。当選者の発表は、チ
ケットの発送をもって代えさせていただきます。

　倉敷商工会議所は、創立120周年記念として４年ぶりに開催される「木下大サーカス岡山公演」のチケットを
ペアで10組にプレゼントします。

木下大サーカス岡山公演 招待券プレゼント

詳細はホームページ （http://www.kinoshita-circus.co.jp） へ

〈応募・問い合わせ先〉　倉敷商工会議所　採用担当　田邉・後藤
〒710-8585　 倉敷市白楽町249-5 　TEL：（086）424-2111　　E-mail：kcci@sqr.or.jp
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密なやりとりと最新技術で最適な製品を
親子２代にわたって行う、創業

28年目の歯科技工所です。
主に、銀歯や入れ歯、差し歯の製

作を行っています。毎月約200名の
歯科技工物を作りますが、歯医者様
と密にやりとりを行い、患者様に最
適な製品づくりを心掛けています。

最近はデジタル技術も導入して
おります。スキャンした歯をパソコ
ンで処理した後、専用の加工機や
３Ｄプリンター技術で形成。その後
は患者様にフィットするように研磨
を行います。

製作は緻密で長時間にわたる大

変な作業ですが、患者様が喜ばれ
る姿を想像し、日々励んでいます。
昨年１月に父から事業を承継し、新
たな気持ちで頑張っています。

患者様に直接お会いする事はあ
りませんが、歯科医師と連携して食
べる喜びと笑顔を提供しています。

●

●

●●

ファミリーマート
バラ園前店

ポン・ヌフ

箕
島
高
松
線

ザグザグ上庄店

上東一本木公園
JAZZ＆TEA

山陽新幹線

73

●

●

●

加須山
交差点

ローソン
倉敷亀山店

ザグザグ加須山店

おびえ皮膚科

74
瀬
戸
中
央

自
動
車
道

デンタルラボ.
サンバレイ

2

〒710-0024　倉敷市亀山807-8
ＴＥＬ　086-428-4748
営業時間／9：00〜19：00
定 休 日／日曜日

代　表　宮園　三鈴

代　表　三谷　照生

JAZZ＆TEA

デンタルラボ.サンバレイ

はじめまして vol.
❶❾❻

ジャズの名曲表現したオリジナル68種類
　お茶の世界をもっと自由に学び、
癒され、楽しんで欲しい。そんな願い
を込め、令和2年9月に立ち上げた
お茶によるトータルリラクゼーション
「JAZZ&TEA（ジャズアンドティー）」
というブランドを展開しています。
　オンラインショップをメーンに、

ジャズの名曲を表現したオリジナル
ブレンドティー68種類を販売してい
ます。常設店舗がまだないため、毎
週木曜日に早島町観光センターで
出店、不定期で県内のイベントに
参加しております。
　 紅 茶、緑 茶、中 国 茶、ハーブ

ティー、珈琲のあらゆるティーの専
門家として、各種お茶教室も実施し
ております。
　今後、常設店舗を立ち上げ、リラ
クゼーションサロンの稼働、幅広
いニーズに対応したブレンドティー
の開発をしてまいります。

〒701-0111　倉敷市上東309-1
ＴＥＬ　070-3782-1238
営業時間／10：00〜17：00
定 休 日／土、日曜日、祝日（オンラインショップ）
https://jtea.jp



　オープン２年目を迎えた、女性もくつろげる美味
しいお酒のあるスナックです。
　お酒と人が集い、落ち着く隠れ家なようなお店づ
くりを心掛けています。お酒は100種類以上取り揃
え、仕入れごとに発注内容を変えるため、来店のた
びに新しい出合いを楽しめます。
　ウイスキーには特に力を注いでおり、樽で味をし
める奥深い香の麹ウイスキーは多くの支持をいただ

いています。純粋にお酒を楽しみたい方は、ぜひご
来店の上、名酒をご賞味ください。
　当店の会員様には限定で、ソサエティ㈱の芳醇で
格別なウイスキーをリーズナブルな価格でご提供し
ています。お支払いは現金やカードのほか、QR決
済にも対応しています。
　ご来店希望の際は、事前にお電話かインスタにて
お問い合わせください。
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Vol.213ナイススマイル

Nice Smile

　創業７年目の、しかけ絵本専門店です。
　しかけ絵本はページを進めるごとに、キャラク
ターが飛び出したり、まわったり、音楽が流れたり、
様々な楽しみが溢れ出します。
　当店は老舗書店で培ったノウハウを活かし、世界
から取り寄せています。約1300種の取り扱いがあり、
ドールハウスやメリーゴーラウンド絵本は多くの支
持を得ています。

　絵本キャラクターグッズも取り揃え、無添加・無
農薬のお菓子はお子様にも大人気です。
　しかけ絵本は、知育にも役立ち、自身の考えを発
信する力を養うと言われています。親子の意志疎通
のアイテムとしても最適で、誰もが楽しめる工夫が
ふんだんに盛り込まれています。
　ぜひ手に取り、ご体感いただければ幸いです。

しかけ絵本専門店
森のかくれんぼ
〒710-0056
倉敷市鶴形1-3-3 

TEL 086-424-0696
営業時間 10:00～17:00

定　休　日 木曜日

メ　ー　ル

自社HP

morinokakurenbo@
orange .megaegg .
ne.jp

https://chacha324.
wixsite.com/mori-no-
kakurenbo

Ｖｉｓｔａ
〒710-0055
倉敷市阿知2－19－29－5F

TEL 090-5535-8548
営業時間 21：00～25：00

定　休　日 日曜日

自社HP h t t p s : / / w w w .
instagram.com/vis_
ta2020_10ml
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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

くらしきＴＭＯ令和４年度通常総会（会長・藤木達夫
倉敷商工会議所副会頭）は４月28日（木）、倉敷商工会館
で開催され、令和４年度の事業計画を決めました。
同総会には７名が出席し、藤木会長は「いずれの事業

も歴史を重ねてきており、いろいろと工夫をしながら、こ
れからも事業を行っていきたい」と挨拶。この後、前年
度事業報告と決算、今年度事業計画が承認されました。
今年度は昨年度まで新型コロナウイルス感染症の拡
大により、中止や規模縮小となっていた事業の復活、再
構築を図り、倉敷フォトミュラル、高梁川流域「倉敷三
斎市」は昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡
大防止に留意しつつ、開催を計画しています。
通年事業として、くらしきシティ車椅子の運用、倉敷

まちづくりセンターの跡地広場やトイレトレーラーの
管理を行います。
広場に設置されているトイレトレーラーは、買い物客や
観光客等が利用できるよう維持管理を行うほか、倉敷市や
倉敷商店街振興
連盟、倉敷商工会
議所が主催する
イベント等に対
して広場を貸し
出し、その受付等
をくらしきTMO
事務所で行いま
す。

１年９カ月ぶりの高梁川流域「倉敷三斎市」
　　　　　　　　　　　　�（令和3年11月21日）

 
マステでデコる 
切子ちょうちん 

料金：1,500円(税込み) 
（切子ちょうちんベース＋マステデコレーション＋LEDキャンドル付） 

所要時間：約 30分 

会場：倉敷市倉敷物語館 母屋展示室内 

 
倉敷春宵あかりで大人気のワークショップが短時間で楽しめる！ 

倉敷生まれの切子ちょうちんを倉敷発のマスキングテープとシー

ルでデコレーションする簡易型体験プログラム。 

出来上がった切子ちょうちんはすぐに持ち帰ることができます。 

あなただけのオリジナルちょうちんを作ってみませんか？ 

毎日開催中 10:00～17：00 
新型コロナウィルスの感染状況により休止する

場合もございます。 

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

◆イベント事業
　・倉敷屏風祭 《10/15・16》
　・高梁川流域「倉敷三斎市」 《毎月第３日曜日》
　・倉敷フォトミュラル 《10／25～11／13》

◆通年事業
　・くらしきシティ車椅子運用
　・倉敷まちづくりセンター跡地の管理
　・倉敷市中心市街地活性化協議会への参画
　・その他
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す。

１年９カ月ぶりの高梁川流域「倉敷三斎市」
　　　　　　　　　　　　�（令和3年11月21日）

 
マステでデコる 
切子ちょうちん 

料金：1,500円(税込み) 
（切子ちょうちんベース＋マステデコレーション＋LEDキャンドル付） 

所要時間：約 30分 

会場：倉敷市倉敷物語館 母屋展示室内 

 
倉敷春宵あかりで大人気のワークショップが短時間で楽しめる！ 

倉敷生まれの切子ちょうちんを倉敷発のマスキングテープとシー

ルでデコレーションする簡易型体験プログラム。 

出来上がった切子ちょうちんはすぐに持ち帰ることができます。 

あなただけのオリジナルちょうちんを作ってみませんか？ 

毎日開催中 10:00～17：00 
新型コロナウィルスの感染状況により休止する

場合もございます。 

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

◆イベント事業
　・倉敷屏風祭 《10/15・16》
　・高梁川流域「倉敷三斎市」 《毎月第３日曜日》
　・倉敷フォトミュラル 《10／25～11／13》

◆通年事業
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　・倉敷まちづくりセンター跡地の管理
　・倉敷市中心市街地活性化協議会への参画
　・その他

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
社 員 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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6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

7 火 令和４年度岡山県商工会議所連合会通常総会・
8 県下商工会議所正副会頭会議
8 水 第35回正副会頭・専務理事会議
8 第597回常議員会
9 木 事業計画作成セミナー（１日目）

知的財産相談
10 金
11 土

12 日 第161回簿記検定試験
13 月

14 火

15 水

16 木

17 金

18 土

19 日 高梁川流域「倉敷三斎市」
20 月

21 火

22 水 第36回正副会頭・専務理事会議
第186回通常議員総会
法律相談（水島）

23 木 事業計画作成セミナー（２日目）
24 金

25 土

26 日 第225回珠算能力検定試験・第144回暗算検定試験・第135回段位認定試験
27 月

28 火 人材採用支援セミナー＆個別相談会
29 水

30 木

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。

第40代倉敷小町を募集
　倉敷天領夏祭り実行委員会は、第40代倉敷小町を募集しています。
応募締切は６月26日（日）で、７月24日（日）の最終審査で３名が選
ばれます。
　応募資格は、倉敷市内在住または通勤・通学の18歳以上（高校生不可）
で、仕事や学業と倉敷小町の活動を両立でき、１年間倉敷のＰＲ活動
に従事できる方など。
　倉敷天領夏祭り公式ホームページ（http://www.tenryo.jp/）の倉敷
小町応募専用サイトにアクセスして、必要事項を記入し、顔写真（プ
リクラ、加工画像は不可）を貼付してエントリーしてください。
　書類選考の通過者を対象に７月９日（土）、一次審査を実施し10名を
選考。７月24日（日）に最終選考があり、選考の様子は倉敷ケーブル
テレビ（ＫＣＴ）で放映予定。
　倉敷天領夏祭りは３年連続の中止が決定していますが、倉敷小町の
募集は毎年実施、前年度は51名の応募がありました。
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Kurashiki CCI Business Women's Club

 

Young Enterpreneurs Group

青年部

　今年度も倉敷商工会議所青年部に11名の新しい
入会者を迎えることが出来ました。
　今年は半数が
女性の入会とな
りました。また
20代のフレッ
シュな入会者も
いらっしゃいま
す。コロナ禍が
叫ばれる昨今で、新入会員を今年もお迎えできたこと
は、大変喜ばしいことです。頂いたご縁を大事にする
と同時に、入会者の方が「入って良かった」と思える
会にしていきたいです。

　4月20日(水)、倉敷商工会館において第1回の
例会が開催されました。
　新会館になって初めての例会開催となります。今年
度は特に沢山の会員に出席していただけるような、魅

力あるYEGを目指していくことをスローガンとし、例
会または各委員会事業を充実していく方針でしたが、
約110名の会員が出席しました。また、例会としては初
めて、2会場同時中継で会を開催いたしました。
　まず新会長のご挨拶から始まり、新役員の発表や、
新会員のお披露目など、たくさんの行事がございまし
た。時には会場から笑い声が出るなど、和やかな会に
なりました。
　最後は全員そろっての記念撮影で、会を終えました。
まだまだ人が集まることに関して厳しい風潮がござい
ますが、青年経済人の絆を育んでいくことに会一丸で
取り組んでまいります。

　平成５年11月18日、女性経営者の立場から地域商工
業の振興並びに社会福祉の増進に寄与するとともに、
会員相互の親睦と啓発を図ることを目的に当会は設立
されました。
　その後、勉強会やチャリティバザー、環境問題の普
及啓発活動、親睦会、関係団体への参加協力、被災地
への寄付金など、時代の変化に対応しながら様々な活

動を行って参りました。活動を継続してこられたのも、
偏に多くの方々のご支援、ご協力の賜物と存じます。
この場をお借りして改めて感謝申し上げます。
　そして今年は創立から30周年の記念の年でございま
す。30周年を記念して、４月より「30周年記念事業実
行委員会」を立ち上げました。記念事業として、記念
式典や祝宴、記念誌の発行、新倉敷商工会館への建設
協力金（寄付済）などを計画しており、各担当に分か
れ準備を進めております。これまでの足跡を振り返り
ながら、今後の10年に向けた節目の年となるよう一致
団結して参ります。

創立10周年記念写真　平成14年11月８日
創立20周年記念写真（素隠居踊りの後に）

平成25年２月10日

Kurashiki CCI Business Women's Club

今年は
女性会創立30周年
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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　

お問い合わせ先　倉敷商工会議所   総務部 TEL：086-424-2111

入会員新
事業所名 業　　　　種 所　在　地

㈱レンタトップ 建設機械等リース、修理 酒津２０９４－１９

ＴＯＰペイント 塗装業（プラント、住宅） 南畝３－５－２９
千田借家７号

ＩＣＨＩ工業 建設業一般（プラント、
住宅内装、塗装） 福田町古新田８４９－８

徳光左官 左官工事全般 中畝４－８－１５

プレッシオーサ
レッスンルーﾑ、レンタ
ルルーﾑ、押花教室、
カフｪ、ｷｬ゙ラリー

連島町西之浦５０４－３

安原塗装 塗装業 藤戸町天城３９８－１２

倉敷光作所 和あかり製作、
イベント企画 本町1１－37

ペンギン村 飲食業（喫茶パブ） 水島西常盤町5－21

Ｍｙ Ｌｉｎｅ㈱ 一般貨物運送事業 五日市1089－48

イヴ美容室 美容業 北畝6－18－36

小泉商送 運送業 連島町鶴新田2322－18

大塚瀝青 建設業（防水工事） 松島1125－１
R-COURT303号

ももちゃん代行 運転代行 西岡1069
長山アパート東号

ＭＯＲＥ＋（阪本 眞基子）
アート活用による働
く人の心のケアと生
き方支援の企業研修

平田95－26

㈱シーボン天満屋倉敷店 化粧品販売 阿知１－７－１
天満屋倉敷店３Ｆ

（一社）Lycka till 学習支援、子育て相談 中庄2881－71  2階

ｇｌａｓｓ ｔｅｎ ｓｔｕｄｉｏ 吹きガラス製造、販売 松江1－3－15

フラワーバー 飲食業（バー） 阿知3－12－2
T＆Tビル2F

事業所名 業　　　　種 所　在　地

蒼建工業 建設業 東塚4－6－24－205

Ｗｅｂ ｇｒａｐｈｉｃ 工房 写真修正 笹沖435－7

ＹＳＮ不動産投資㈱ 不動産業 水江1181－8
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パオーン 化粧品販売 有城636－1
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ＥＫコンサル
技術開発支援、
工場改善支援、
コンサルタント

岡山市北区田益586
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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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ハラスメントの相談窓口設置義務
１）相談窓口の設置は、事業主の義務

　相談窓口の設置は、事業主に課された法上
の義務です。（中小企業は令和４年４月から義
務化）。
　社内に相談対応できるスキルを持った専門
的人材がいる会社は少なく、人事・総務の人
が相談窓口を兼務することが大半ですが、窓
口担当者は相談スキルを向上させることが必
要になりますから、担当する社員の負担は増
えます。担当者の負担を減らすために弁護士
事務所、社会保険労務士事務所等の外部機
関に委託して、社外に相談窓口を設置してい
る会社もあります。

２）相談者の心理的抵抗感を取り除く
　社員はハラスメントで辛い思いをしていて
も、「パワハラで上司を訴えたりしたら、仕事
を外されるかもしれない」「些細なことに過剰
反応していると思われたくない」といった心
理から、なかなか会社関係の窓口には相談で
きないのが実情です。

　相談しやすくするには、「報復を許さない」
という方針を明示したり、「ハラスメントかど
うかわからないようなちょっとしたことでも相
談してください」と伝えたりして、心理的な
抵抗を少しでも軽くすることが必要です。

３）時間的な障害を取り除く
　もうひとつ考えなければならないのは、業
務時間と相談受付時間の関係です。相談者は
業務時間中に離籍して相談に行くことはでき
ません。相談しやすくするためには、休憩時
間や終業後など、業務時間外にも相談できる
ようにすることが必要です。
　ただし、相談担当者の負担は増えてしまい
ますので、相談担当者の業務時間をフレキシ
ブルにしたり、他
の仕事の負担を取
り除いたりするな
どの工夫が求めら
れます。
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2425-6406

　和食一筋50年、風味豊かな天ぷらが自慢のお
店です。
　シンプルな料理だからこそ、食材の良さや特
性を捉え、最適な揚げにこだわっています。
　揚げる油温や時間で風味が変わる繊細な品で
す。当店は長年培った技法と勘に加え、良質な
地元食材を用いることで、ポテンシャルを最大限
発揮できるよう心掛けています。
　お供の天つゆは、九州産の醤油をベースに複
数の調味料をブレンド。味わいに奥行を与えてく
れます。
　ランチ（770円）はワンメニューだけですが、
日替わりで、旬な食材を中心に提供しています。
ディナーは天ぷらや一品料理も豊富で、和食に
合うお酒も多く取り揃えています。
　仕切りや消毒等の感染対策も万全で、PayPay
決済も使えます。お弁当をはじめとするテイクア
ウト、仕出しも受け付けています。希望の際はお
早めにご連絡ください。
　「美味しい」の一声の為に日々精進しておりま
す。ぜひ当店自慢の料理をご堪能ください。

長年の技法で風味豊か
天つゆの味わいに奥行

　念入りな下ごしらえと店長の技法が食べやすさを
支えています。揚げものでもくどさが尾を引かず、
高齢者も抵抗感なく召し上がれると思います。
　店内にはアンティークの装飾もあり、雰囲気も良
いお店です。　　　　　　　　　　　　　（大田）

〒710-0056
倉敷市鶴形1-4-1-109
営業時間/11：30～14：00
　　　　 17：00～23：00
定 休 日/日曜日
　　　　（祝日はディナーのみ営業）
HP/ なし

お任せ天ぷら（1,000円）お任せ天ぷら（1,000円）

和牛生春巻き（750円）和牛生春巻き（750円）

山口　剛店長山口　剛店長
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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

デニム浴衣
ミニ着付け教室

ネットで
お好みのシートを

平成22年開業、全国初のデニム着
物専門店として、国産ジーンズ発祥の
地・岡山のデニムを使用したデニム着
物を制作・販売しています。
男性会員の方必見！５月末までに男
性会員の方で当方のオリジナルデニム
浴衣をオーダーいただいた方を対象に
ミニ着付け教室を実施いたします。所
要時間は30分程度で、料金は無料で
す。ご自身で浴衣が着れるようにチャ
レンジしてみ
てはいかが
でしょうか。
是非一度、
当店オリジ
ナルのデニ
ム着物を手
にとってお
確かめくだ
さい。

「萩原工業 公式オンラインショッ
プ」では、シート製品をお好みサイズ
でつくる「オーダーメイド品」を1枚
から注文でき、見積もりから購入まで
簡単操作で行えます。他にも、ブルー
シート・土のうを中心に数多くの製品
を取り扱っています。
また、初回特典として会員登録す
るだけで初回の注文からすぐに使え
る5%OFFクーポンを発行中。その他
にもお得な
クーポンを
随時発行し
ています。
現在、オー
プン記念で
全品送料無
料！この機会
にぜひご利
用ください。

新社屋でDX推進を後押し

瓦割りでストレス発散して

様々なデータを合理的に扱うパッ
ケージツールやクラウドサービスを
開発しています。
設立30年目を迎え、業務の効率化
を進めるべく新社屋へ移転しました。
日々行う業務の中で、システム化

しづらいデータの確認は生産性向上
の足かせになります。弊社は「まほ
うの帳票【csvラポ】」を通じて、日々
のデータ作業を支援しDX（デジタル
トランスフォーメーション）の推進を
後押し、地域全体のDXに貢献してい
きます。
業務効率UPをお考えの方はぜひ
１度お問い合わせください。

地元を中心に、瓦や板金屋根、雨
樋工事をしています。
このたび、弊社の敷地内で「おか
やま瓦割り道場」を開設しました。
道着・グローブ・瓦５枚の費用を含
め１名2,500円。追加の瓦は１枚350

円。割れやすい瓦も用意しているの
で女性や子供でも挑戦できます。終
了後は何枚割れたかを認定し、認定
証を発行しています。
割った瓦は持ち帰り可能。ガーデ
ニングのアクセントなど自分好みに
使えます。
ストレス発散にいかがでしょう
か。事前予約が必要ですので、まず
はご連絡ください。

住 倉敷市本町5-10
電 086-486-2671
営 9:30～17:00（不定休）

 https://kimonokomachi.jp

倉敷着物小町

住 倉敷市連島町連島33-17
電 086-444-9098
営 10：00～18：00

 https://www.icon-co.jp/

住 倉敷市北浜町8-7
電 086-425-3030
営 9：00～18：00

住 倉敷市水島中通１-４
電 086-440-08１0
営オンラインショップは24時間

https://hagihara.shop/

株式会社アイ・コン

小野洋瓦有限会社

萩原工業株式会社
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山口　剛店長山口　剛店長
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倉敷税務署だより

倉敷労働基準監督署

～ＳＴＯＰ！熱中症～ 株主総会資料の電子提供制度

問い合わせは、法務省民事局参事官室
（TEL.03-3580-4111）へ。

インボイス制度説明会・登録申請相談会の
開催（制度の概要・登録申請方法）

　令和５年10月１日から消費税の仕入税額控除の方式
として適格請求書等保存方式（インボイス制度）が始
まります。
　インボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」
になるためには、原則として令和５年３月までに登録申
請手続を行う必要があります。
　インボイス制度説明会終了後に、登録申請を希望さ
れる方を対象に登録申請相談会を行います。

説明会等は事前予約制です。
参加ご希望の方は、税務署の総合窓口又は
電話により事前の予約をお願いします。

①けんしん内容・
受診先を選ぶ

②予約する

③けんしんを受ける

６月からけんしんが始まります！

けんしん受診券（５月末頃発送）で受診できるけんしん
を確認し、倉敷けんしんガイド（広報くらしき6月号と
一緒に配布）で、受けたい医療機関等を調べます。
※けんしん受診券は男性40歳以上、女性20歳以上の方
に届きます。（令和５年３月31日時点の年齢）

医療機関等に電話して予約します。

受診券・保険証・けんしん料金を準備して受診します。

※生活習慣病やがんなどの早期
発見のためには、定期的なけ
んしん受診が大切です。けん
しん実施機関では、消毒や換
気など感染症拡大防止対策に
努めています。今こそけんし
んを受けましょう。

令和４年度も倉敷市の
生活習慣病予防健診は

ワンコイン
です！

実施期間：令和4年６月～令和5年１月末
※乳がん・子宮頸がん検診は３月末まで

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

倉敷市保健所は、市民の
健康づくりを応援します。

お問合せ先
（事前予約先）

倉敷税務署 審理専門官（法人）
電話 086-451-4386（直通）

（令和4年4月8日現在）

　近年、「春や秋が短く、暑い時期が長い」「昔より気温が
上がっている」と感じている方もいらっしゃると思います。
実際、日本の年平均気温は長期的に見ると上昇し続けてい
ます。特に1990年代以降、高温となる年が頻出しています。
　日本の職場では、熱中症により毎年約20人が亡くなり、
約600人が４日以上仕事を休んでいます。中には、「休ませ
て様子を見ていたところ容態が急変した」、「倒れていると
ころを発見された」など、管理が適切になされておらず救
急搬送が遅れた事例もあります。
　このため、厚生労働省では、令和４年５月１日から９月
30日までを「クールワークｷｬンペーン期間」とし、職場
での熱中症予防対策の取組みを推進しています。
　職場において、ＷBGＴ値（暑さ指数）の把握や休憩場
所の整備、暑熱順化（慣らし）など、熱中症予防対策に取
り組んでいただくようお願いします。

　上場企業の株主総会資料は、令和５年３月１日以降

の開催分からウｪブサイトへの掲載等の方法によって

提供されます。

　この制度では、株主総会資料をホーﾑページ等の

ウｪブサイトに掲載し、株主に対しそのウｪブサイト

のアドレス等を書面により通知することで、正式なも

のと認められます。

　上場会社等の振替株式を発行する会社は電子提供制

度が義務付けられ、令和５年３月１日以降開催の株主

総会から適用されます。

　企業側は印刷や郵送のために生ずる時間や費用を削

減でき、株主には従来よりも早期に充実した内容の資

料提供を受けられるメリットがあります。

　中小企業などの場合、定款に記載があれば、総会資

料の電子提供が可能になります。

お問い合せは、倉敷労働基準監督署
TEL. 086－422－8177まで

（詳細はこちら） （チェックリスト）

開催日程

開催日 開催時間 定　員 開催場所

令和4年5月20日㈮ 10：00〜11：00（60分）
14：00〜15：00（60分） 各20名

倉敷税務署 大会議室
（倉敷市幸町2番37号）

令和4年5月27日㈮ 10：00〜11：00（60分）
14：00〜15：00（60分） 各20名

令和4年6月10日㈮ 10：00〜11：00（60分）
14：00〜15：00（60分） 各20名

令和4年6月17日㈮ 10：00〜11：00（60分）
14：00〜15：00（60分） 各20名

※１　定員に達した場合はご参加いただけません。
※２　感染症等の状況又はその他の事情により、延期若しくは中止となる場合があります。
　　　なお、延期等となる場合はご登録いただいた連絡先へ電話により連絡させていただきます。
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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４月調査結果）
業況DI は、活動回復が進み２か月連続の改善
先行きは、コスト増への警戒感強く厳しい見方

※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

４月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５～７月
全産業

建 設

製 造

卸 売

小 売

サービス

▲25.3

▲15.5

▲24.1

▲27.0

▲23.5

▲33.5

▲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

▲25.7

▲27.0

▲17.0

▲28.3

▲39.5

▲21.1

▲28.0

▲26.1

▲26.3

▲29.5

▲38.1

▲22.1

2021年 2022年2021年

　日常生活の回復が進み、再開した春のイベントや県民割
等の需要喚起策で客足が戻りつつある外食・宿泊関連の
サービス業や、堅調な電子部品や飲食品関連等に下支えさ
れた製造業で業況が改善した。一方、資材の供給不足や設
備機器の納期遅れで工期が長期化する建設業で業況が悪化
した。また、業種を問わず、対露制裁や円安の急伸により、
原油等の資源価格や原材料価格等の高騰が加速化したこと
が、収益の圧迫要因となっている。加えて、価格転嫁の遅
れも収益回復の足かせとなっており、中小企業の景況は２ヵ
月連続で改善しているものの、まん延防止等重点措置が出
ていた昨年４月と同水準の回復に止まっている。

　コロナの沈静化による活動回復に加え、大型連休での消
費拡大に期待感が高まる一方、感染再拡大を恐れて、観光
やイベント参加を控える動きを懸念する声が寄せられてい

る。また、ウクライナ危機の長期化、原材料・資源価格等の
高騰や円安が今後も進行することへの不安感は拭えず、さ
らなるコスト増の警戒感は強く、先行きは厳しい見方が続く。

 全産業合計の業況DIは、▲25.7（前月比+7.0ポイント）

 先行き見通しDIは、▲28.0（今月比▲2.3ポイント）

業務日誌（4月度）
1日 年度初め式
2日 女性会春のお花見寿司販売
5日（一社）岡山商工会議所連合会４月運営委員会（ハイブリッド）
青年部第１回役員会

7日 第11回５商工団体コロナ対策協議会
女性会30周年記念事業第１回実行委員会

8日 令和４年度新入社員セミナー
17日 高梁川流域「倉敷三斎市」
19日 第50回倉敷天領夏祭り第５回企画会議
20日 倉敷珠算振興会第74回理事会・第41回通常総会

青年部第１回例会
21日 日本商工会議所第715回常議員会（ハイブリッド）

女性会第１回幹部会
倉敷フォトミュラル第１回実行委員会
岡山県商工会議所連合会令和４年度（第31回）通常総会・第１回出向者会議
ＰＯＰデザインＷＥBセミナー

25日 女性会30周年記念事業第２回実行委員会
第50回倉敷天領夏祭り第５回実行委員会
青年部令和３年度第13回常任理事会

26日 第１回小規模事業者経営改善資金貸付審査会

27日 チーﾑK６企画会議
第33回正副会頭・専務理事会議
第595回常議員会
第24回青年部・女性会との意見交換会

28日 第19回新倉敷商工会館技術定例打合せ会
ウクライナ義援金贈呈式
女性会第192回役員会
くらしきTMO令和４年度通常総会
倉敷屏風祭第１回通常総会
日本商工会議所青年部全国会長会議（ハイブリッド）
青年部第２回常任理事会（オンライン）

　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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　藍色や緑がうごめく背景に、叩きつけるかのように置かれた白や赤、
黄の絵具。一瞥したところでは何を描いているのか判別しがたく、少し
後ろに下がって眺め、もう一度近づいて、あるいはタイトルを見てよう
やく「ああ、鴨！」と気づく方も多いのではないでしょうか。
　本作を描いたシャイム・スーティンは、リトアニアの貧しいユダヤ人
家庭に生まれますが、早くから絵に興味を持ち、20歳で当時の芸術の中
心地パリを訪れます。そこでシャガールやモディリアーニなどのエコー
ル・ド・パリの画家と親交を結び、独自の作風を開花させていきました。
　スーティンは、鳥や牛をはじめ死んだ動物を繰り返し描いており、こ
れはルーヴル美術館で見たレンブラントの《屠殺された雄牛》や17・18
世紀の静物画に霊感を得たからとされます。彼の荒々しく力強い筆触と
鮮烈な色彩によって描き出された死肉には、かつて宿した燃えるような
命の痕跡が凝縮されています。キャンバスの上で混ざり合う死と生の相
反するイメージが、観る者の心を揺さぶるのです。

シャイム・スーティン《吊るされた鴨》1925年頃、油彩・板、93×57cm

　新連載「倉敷から全国へ　倉敷Ａｂｌａｚｅ」が、スタートしました。岡山県内に
もいくつかプロスポーツチームがありますが、いずれも岡山市が拠点。地域活性化の
シンボルとして、公園、オーケストラ、プロスポーツチームが必要と言う方もいらっ
しゃいます。当所は倉敷未来プロジェクトの中で、郷土愛の醸成を訴えています。
当所管内の中小企業が母体となり、Ｖリーグを目指す女子バレーボールチーム「倉敷
アブレイズ」が、地域に愛され、活躍することを期待してやみません。　（井上）

公益財団法人

大原美術館
学芸員

大塚　優美

　先月号の紹介を書いた後、今月号は
何にしよう…と悩み、レンブラントで
合わせました。オールドマスターは
様々な方向で後世に影響を与えてい
て、そこも面白いですね。

知られざるOHARA Vol.20 

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。

もっと多くの方の心にも
燃やし続ける火を！

vol. 01

倉敷から全国へ

倉敷ablaze アブレイズ

 私たち倉敷アブレイズがスタートして、3度目の
シーズンが終わりました。第１回目は、倉敷アブレ
イズについて、をお届けしたいと考えております。
 結成当初から、チームカラーの赤、「誰の心に燃
やし続ける火を！！」のポリシーのもと、熱い情熱
を胸に活動し続けております。それに加え、今季は
「CHALLENGE MY LIMIT～自分の限界を超えろ
～」をチームスローガンに掲げ、「自立」をテーマに
進んで行きたいと考えております。
 昨シーズンは、コロナ禍の影響で、多くの大会が

中止となる中、SNSを活用し、地域の方へスポーツ
を通して、感動や勇気を与えられるような取り組み
を続けてまいりました。より多くの方へ情熱を届け
るべく、今シーズンではそれらに加え、もっと身近
に倉敷アブレイズを感じていただけるような企画を
行っていきます。

井原市長杯で優勝（４月17日）
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