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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

　何があるか分からないところに飛び込んでみるのもお
もしろい、ということをある旅人に教えられました。ワシ
ントン州立ワシントン大学入学前の夏休み、日本人の友人
と二人でアメリカを旅したときのことです。
　イエローストーン、デスバレー、ヨセミテ公園など、国
立公園を約３週間かけて自動車で回りました。そこには、
映画に出てくるような景色が広がっていました。
　よく分からない看板があり、居合わせた旅人に「この先、
何があるのか」と尋ねました。その回答は「お前は何かな
いと行かないのか。何もないのに行くのもいいだろ」。後
で考えてみて、すごくいい言葉だと感じました。

２年の生活を全否定され一念発起
　日本の大学に通っていた頃、〝群衆の中の孤独″を感じて
いました。卒業してこのまま就職することに漠然とした不
安を感じ、同世代の人たちがどういうことを考えているか
を知ろうと、渡米する決心をしました。
　私立大学に通い、２年後に帰国しようと思っていたとこ
ろ、ある日本人にその２年間を全否定されました。そこで
一念発起、猛勉強を始めて２回目のTOEFLテストで、ワ
シントン大学の合格ラインに達しました。大学院前の課程
である５年生に入学。１年間で大学院入学の許可を得まし
たが、資金がつき帰国することになりました。

　アメリカでの経験は人見知りだった私を大きく変え、他
人に自分から話しかけられるようになりました。帰国後の
中学校の同窓会で「ちゃんとしゃべれるんだ」「初めて声
を聞いた」と驚かれました。
　サラリーマン時代には、理不尽な経験もしました。これ
だけがんばっているのにというのは通用せず、評価は他人
がするものだということを思い知らされました。
　座右の銘は「程」です。当社の先々代が口癖のように言っ
ており、先代が社是にしました。この一文字に強烈なイン
パクトがあり、会社でも私生活でも「程を知る」というの
はいいことだと思っています。

　「倉敷いい友」4回目は、カモ井加工紙㈱代表取締役の鴨井尚志副会頭。内気で人見知りだった少年が、アメリカ
での経験を経て新しい自分を発見、サラリーマン生活を経て、今は「程を知る」ことを肝に銘じています。

自分を変えたアメリカ
未知のものに飛び込め倉敷
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第186回　通常議員総会
令和３年度事業報告と決算を承認

─ 令和３年度事業報告 ─

第186回通常議員総会は６月22日（水）、46名が出席、39名が委任状を提出して、倉敷
商工会館第４・第５会議室で開催され、令和３年度事業報告と一般会計並びに各特別会
計収支決算を承認しました。

トワーク打ち合わせ（２回）、レイアウト打ち合わせ（２回）
⑶ 新型コロナウイルス感染症対策
　「新しい生活様式」普及啓発事業（４月１日～３月31日、
取組宣言登録管内1,686事業所、累計2,680事業所に）、
職員の交代勤務実施（４月20日～５月７日、５月11日～６
月18日、８月3日～９月30日、１月31日～３月４日）、景況
調査アンケート（４月30日～５月14日、７月₁日～７月12日、
９月１日～９月13日、11月１日～11月12日、12月24日～１月
12日、２月25日～３月10日）
　５商工団体コロナ対策協議会（３回）、会員メール登録
プロジェクト3,066会員（３月31日現在）

⑷ 調査活動
ＬＯＢＯ調査（毎月）、岡山県下の景気観測調査（四半期）、

⑸ 広　報
ａ．定期刊行
　　倉敷商工会議所会報（月１回）
　　倉敷商工会議所女性会会報「エルモス」（年１回）
ｂ．定期放送
　　エフエムくらしき（週１回）

⑹ くらしきTMO
高梁川流域「倉敷三斎市」（11月21日、12月19日、１月16
日）、倉敷フォトミュラル、くらしきシティ車椅子運行維持
管理、倉敷まちづくりセンター跡地広場管理

⑺ 倉敷珠算振興会
総会（４回）、理事会（３回）、部会等（１回）、諸会議等（３
回）、その他事業（３回）

⑻ くらしき創業サポートセンター
創業相談（163件）、創業（27件）

⑼ 広域・総合観光集客サービス支援事業
「龍の仕事展2021」９日間
⑽ 倉敷未来プロジェクト
会議等（３回）、高校生向け事業、小学生向け事業

⑾ 藤の花プロジェクト
該当事項なし

⑿ 商店街活性化懇談会
倉敷『いいとこ撮り』動画コンテスト事業、チームＫ
６企画会議（９回）

⒀ 航空宇宙産業推進協議会
総会（１回）、「空飛ぶクルマＥＨ216」デモフライト、
発表・説明会（６月４日、12月23日）

⒁ 岡山・倉敷エアロスペース懇談会
「次世代モビリティ瀬戸内コンソーシアム」設立に伴い
発展的に解散

⒂ 次世代モビリティ瀬戸内コンソーシアム
設立総会（２月26日）

⒃ 美しい街並み推進協議会
設立総会（11月16日）

定款及び規約等
◦倉敷商工会館管理運
営規程の廃止と制定
（９月15日）
◦倉敷商工会議所物産
陳列場展示規程の廃
止とデジタルサイ
ネージ広告掲載規程
の制定（11月８日）

組　織
会　員
　ａ．会　員　数
　　　個　　人	 830
　　　法　　人	 2,689
　　　団　　体	 38	 計3,557
　ｂ．業種別会員数
　　　商　　業	 1,128	 理　　財	 306
　　　工　　業	 517	 運輸交通	 218
　　　建　　設	 968	 観　　光	 245
　　　藺製品・雑貨	 39	 医療・福祉	 136
　ｃ．特定商工業者数
　　　法　　人　　2,909

事　業
⑴ 意見活動
①最低賃金に関する商工会議所の主張（日商）
②令和４年度税制改正に関する要望（日商）

⑵ 新倉敷商工会館建設事業
　エレベーターデモンストレーション（５月13日）、岡山県
貨物運送㈱との個別相談会（６月16日、６月18日、６月
22日）、カラースキム（７月14日）、新テナントとの打ち合
わせ（７月21日）、新倉敷商工会館常議員向け見学会（７
月28日）、佐川急便㈱とテナントとの個別相談会（８月11
日、８月19日）、テナント説明会（８月27日）、施錠計画打
ち合わせ（９月８日）、職員説明会（10月４日）、岡山県警
察特別訓練打ち合わせ（10月14日）、テナント説明会（11
月18日）、引っ越し日程打ち合わせ（11月22日）、正副会
頭向け視察（11月24日）、奈良商工会議所視察（12月３日）、
建築確認検査（12月23日）、オフィスリンク説明会（₁月11
日）、竣工祭（₁月14日）、倉敷市との災害協定調印式（₁
月14日）、竣工記者会見（₁月14日）、倉敷商工会議所事
務局引っ越し（₁月15日）、岡山県警察特別訓練（２月₁
日～３日）、岡山県警察特別訓練正副会頭、専務理事視
察（２月３日）、倉敷市消防局倉敷消防署特別訓練（２月
16日～18日）、消防訓練、消防設備説明会（３月８日）
　総合定例打合せ会（８回）、技術定例打合せ会（10回）、
カフェ・レストラン打ち合わせ（３回）、カフェ・レストラン
運営委員会（６回）、移転総務課打ち合わせ（14回）、ネッ

46名が出席した通常議員総会

議長を務める井上会頭（右）
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⒄ デジタル推進懇談会
打ち合わせ（３回）、会員事業所ＩＴ実態調査アンケート（２
月10日～24日）

⒅ 証明関係
原産地証明（341件）、サイン証明（９件）、その他証明（２
件）、会員証明（３件）、特定退職金共済制度関係証明
（177件）
⒆ 各種行事
講習会（12回）、説明会（７回）、成人病集団検診、共
済制度加入者謝恩プレミアムランチ、令和２年度倉敷
市叙勲・褒章受章者祝賀会、令和３年度倉敷市叙勲・
褒章受章者祝賀会、令和４年新年祝賀会

⒇ 技術技能の普及検定　　　　　　　　�  　（受験者数）
珠算能力検定試験	 ３回（455名）
暗算検定試験	 ３回（168名）
簿記検定試験	 ３回（382名）
簿記初級試験	 随時（  4名）
原価計算初級試験	 随時（  3名）
日商PC検定試験	 随時（194名）
プログラミング検定	 随時（  1名）
リテールマーケティング検定試験	 随時（136名）
珠算・暗算段位認定試験	 ３回（137名）
福祉住環境コーディネーター検定試験	 ２回（ 27名）
カラーコーディネーター検定試験	 ２回（  7名）
ビジネス実務法務検定試験	 ２回（ 11名）
eco検定	 ２回（ 38名）

(21) 取引紹介
国内取引　　８件

(22) 相談・指導
商工相談（経営革新、経営一般、情報化、金融、税務、
労働、取引、環境対策、その他）	 8,423件
産業公害相談（個別相談件数）	 14件
　（汚染負荷量賦課金申告指導ならびに徴収事務取扱）	 59件
　（日本容器包装リサイクル協会委託申込事務取扱）	 8件
経営改善普及巡回、窓口相談	 10,154件
講習会等の開催による指導	 387件
金融のあっせん（延べ件数）	 28件
　　　　　　 　（総　　額）	  158,800千円

会員特別融資制度	 0件
経営安定特別相談（件　数）	 20件
制度改正に伴う専門家派遣等事業（総指導件数）	 3,573件
　　　　　　　　　　　　　　　（講習会）	 3回
伴走型小規模事業者支援推進事業
事業計画策定支援（４回）、委員会（１回）
労働保険事務	 273社　　1,223名
共済事業
会員事業所生命共済制度加入状況
　事業所数 417　加入者数 1,417　加入口数 613,000
特定退職金共済制度加入状況
　事業所数 487　加入者数 3,278　加入口数 22,644
会員事業所終身付大型・医療共済制度加入状況
　　　　　　　　事業所数　 加入者数　　
　大　　　　型　　　　7　　　　　　7　　　
　ガン治療保険　　　18　　　　　38
　終　　　　身　　　42　　　　　45　　　　
　総　　　　合　　　278　　　　520　　　 
　定　　　　期　　　63　　　　101　
会員事業所個人年金共済制度加入状況
　事業所数　37　　加入者数　39
中小企業倒産防止共済制度加入状況
　事業所数　162件
小規模企業共済制度加入状況
　加入者数　733人
情報漏えい賠償責任保険　　加入  10件
休業補償プラン　　　　　　加入  93件
業務災害補償プラン　　　　加入 477件
中小企業海外ＰＬ保険　　　加入   2件
ビジネス総合保険　　　　　加入 331件

(23) 視察団・調査団等の派遣
　 国内　　0回　　　国外　　0回
(24) 観光事業
第15回倉敷春宵あかり、第19回倉敷雛めぐり

(25) 社会福祉事業
倉敷市よい子いっぱい基金等の事業に協力

(26) 後援等事業
イベント・セミナー　　　19回

令和３年度 収 支 決 算 総 括 表（令和３年４月１日～令和４年３月31日）�

（単位　円）

会　　計　　別
収　入　決　算　額 支出決算額

差引残高 備考
前期繰越額 当期収入額 計 当期支出額

一 般 会 計 128,016,831 148,935,002 276,951,833 629,366,269 △352,414,436 次年度へ繰越
法 定 台 帳 関 係 費 特 別 会 計 0 7,072,244 7,072,244 7,072,244 0
中 小 企 業 相 談 所 特 別 会 計 0 83,503,029 83,503,029 83,503,029 0
倉 敷 商 工 会 館 特 別 会 計 0 84,790,255 84,790,255 84,790,255 0
会 員 共 済 事 業 特 別 会 計 0 17,992,631 17,992,631 17,992,631 0
特 定退職金共済事業特別会計 0 512,445,052 512,445,052 512,445,052 0

小　　　　計 128,016,831 854,738,213 982,755,044 1,335,169,480 △352,414,436
倉敷商工会館修繕引当金特別会計 130,137,590 17,119,882 147,257,472 130,239,763 17,017,709 次年度へ繰越
会員共済事業運営基金特別会計 10,524,195 33,724 10,557,919 10,557,919 0
退 職 給 与 積 立 金 特 別 会 計 84,882,859 9,780,260 94,663,119 0 94,663,119 次年度へ繰越
財 政 調 整 基 金 特 別 会 計 386,563,957 77,196 386,641,153 386,641,153 0

小　　　　計 612,108,601 27,011,062 639,119,663 527,438,835 111,680,828
労 働 保 険 事 務 組 合 特 別 会 計 0 8,988,778 8,988,778 8,988,778 0
新 会 館 建 設 特 別 会 計 127,297,253 1,383,067,659 1,510,364,912 1,397,236,993 113,127,919 次年度へ繰越

小　　　　計 127,297,253 1,392,056,437 1,519,353,690 1,406,225,771 113,127,919
合　　　　計 867,422,685 2,273,805,712 3,141,228,397 3,268,834,086 △127,605,689
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補助金申請のポイントを解説
現状分析から事業の考え方まで

　笠岡諸島でドローン物流の航路を開設しようと、笠
岡離島物流実証実験実行委員会の設立総会が６月15日

（水）、倉敷商工会館第2・第3会議室でハイブリッド
形式により開催され、委員長に（一社）MASC理事の
齋藤淳一氏が就任しました。
　同実行委員会は関係団体の実務レベルで組織され、
設立総会には委員ら11人が出席し、会則と人事、事業
計画を決定。
　事務局は当商工会議所内に置き、全体の事業推進と
総合調整を実施。実証実験はMASCが実施し、笠岡商
工会議所は管内事業所との連携、情報共有、倉敷市は
高梁川流域連携中枢都市圏事業としての支援、笠岡市
は笠岡諸島等における地元調整を行います。
　委員長はＭＡＳＣの齋藤理事、副委員長は当商工会
議所の坂本万明専務理事、笠岡商工会議所の髙橋宏文
専務理事、ＭＡＳＣの坂ノ上博史事務局長の３名で、
アドバイザーにいずれもＭＡＳＣドローン部会メン

バーで㈱かもめやの小野正人代表取締役社長、Ｗｅｂ
ソリューションズ合同会社の片山正行代表が就きまし
た。
　同委員会には、瀬戸内エンジニアリング㈱の丸山武
司代表取締役社長のほか、㈱赤田運輸産業（笠岡市）
の赤田博文代表取締役会長、㈱フカイ（倉敷市）の竹
内和博代表取締役も、委員として参加しています。
　今回の実証実験は２つのルートを検討中で、電磁波
やＬＴＥ通信品質などを測定し、ドローンによるレベ
ル２（目視内）で実施。レベル３（離島・山間部等の
無人地帯での目視外）、レベル４（都市部等の有人地
帯での目視外）に向けた航路開設への準備が主な目的
で、空飛ぶクルマの活用も視野に入れています。
　今後、地元調整や墜落・不時着時の機体回収体制の
構築など課題解決を進め、９月ごろの実施を目指して
います。

　倉敷商工会議所中小企業相談所は、6月9日（木）
と23日（木）に「補助金申請のポイントはここだ！事
業計画作成セミナー」を開催し、当所管内事業所を中
心に14事業所16名が参加しました。
　セミナーは２日間コースで、中小企業診断士の松田
周司氏が補助金申請に必要な経営計画、補助事業計画
作成のポイントについて解説しました。
　初日は主に事業所の現状分析を中心に、「事業の定
義」「SWOT分析」「ローカルベンチマーク」といった
手法を紹介。
　2日目は現状分析を踏まえた目標設定や取り組むべ
き事業の考え方などについて、パワー溢れる語り口で
わかりやすく説明しました。
　参加した㈲ウイングスの桑名陽祐社長は「事業計画
の考え方が勉強になった」、Chicchiの杉山萌ゆ代表
も「先生の話が面白く、どんどん引き込まれた」と話
していました。

　補助金の公募は現在も行われており、次回締切は持
続化補助金が９月20日、事業再構築補助金が９月30日。
申請希望者は管轄の商工団体等の伴走支援を受けなが
ら計画書作成を進めていくことになります。

笠岡でドローン離島物流実験
実行委員会を設立、委員長に齋藤氏

16名が参加した事業計画作成セミナー



海上で全国初のフライト
「空飛ぶクルマ」がシーパーク大浜で

ドローン物流モデルを他地域にも展開へ

日商 ｢移動常議員会｣ で井上会頭
「瀬戸内コンソーシアム」を全国へ発信
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　34年ぶりに岡山で開催された日本商工会議所の「移
動常議員会」で６月15日（水）、倉敷商工会議所の井
上峰一会頭が、瀬戸内海沿岸４県の12商工会議所・商
工会で設立した「次世代モビリティ瀬戸内コンソーシ
アム」の取り組みを全国に発信しました。
　移動常議員会は２日間にわたり、岡山市北区のホテ
ルグランヴィア岡山で行われ、初日に「日本商工会議
所と中国ブロック商工会議所との懇談会」を開催。日
商の三村明夫会頭をはじめ、オンラインを含め全国
133商工会議所の232人（うちオンライン52人）が出席
し、中国５県の会頭が各地の取り組みを報告しました。
　井上会頭は、当地では平成29年11月から航空宇宙産
業の取り組みがスタートし、同30年11月に商工会議所
として全国初となった「航空宇宙産業推進協議会」の
設立を紹介。
　そして、今年２月に設立した「次世代モビリティ瀬
戸内コンソーシアム」の概要を説明した上で「大型ド
ローンや空飛ぶクルマなどを活用し、瀬戸内の航空宇
宙産業と次世代モビリティの拠点を確立するととも
に、新しい交通・物流・通信システムの構築を目指し
ています」と強調しました。

　倉敷と笠岡で連携して計画中のドローンによる笠岡
離島物流実証実験についても触れ「このコンソーシア
ムに参加している団体は、島しょ部を抱えているとこ
ろが多く、笠岡での実験成果を他の地域に展開してい
きたい」と抱負を述べ、瀬戸内海沿岸商工会議所のさ
らなる参加を呼び掛けました。
　移動常議員会の開催は、中国地方では７回目、岡山
県では昭和63年11月以来２回目。

　（一社）MASC所有の空飛ぶクルマ「EHang216」
が７月６日（水）、広島県福山市「シーパーク大浜」
で試験飛行を行いました。広島県での実施は初め
てで、空飛ぶクルマが海上を飛んだのは全国で初
めて。
　「EHang216」は、中国・広州に本社を置くEhang 
Holdings Limited社製で、マルチロータ型の無操縦
車航空機。地上からのコントロールと自律飛行が可能な
２人乗り。搭載可能重量は250㎏、巡航速度130km/h、
最大速度160kmで航続距離は通常30km、約25分間の
飛行が可能です。
　同日の実証実験は、建設コンサルタントの人・夢・
技術グループ（東京都）の主催で、２回に分けて行われ、
関係者ら約130人が出席。120㎏の米俵を載せ、海岸を
飛び立った後、高度約30mまで上昇し、海上約600ｍ
を約３分間で飛びました。
　MASCは令和３年６月、笠岡ふれあい空港で日本初

の屋外無人飛
行に成功しま
した。同12月
には、福島県
ロボットテスト
フィールドで
の実験を実施、笠岡ふれあい空港では近隣農場の上空
を含む約１kmの旋回飛行を行っており、「EHang216」
のテストフライトは４回目。大型ドローンや空飛ぶク
ルマで瀬戸内海の有人島を結ぶ「弁天プロジェクト
2025」構想を進めています。
　倉敷商工会議所は平成30年11月、ＭＡＳＣと連携し、
全国初の「航空宇宙産業推進協議会」を設立。２月に
設立した「次世代モビリティ瀬戸内コンソーシアム」
には、福山商工会議所も参加しています。また、今年
度中にＭＡＳＣや行政などと連携して、笠岡諸島で離
島物流の実証実験を行うことにしています。

空飛ぶクルマの映像をバックに報告する井上会頭（ホテル
グランヴィア岡山）

機体を取り囲む参加者（シーパーク大浜）



尾道店
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自宅とサロンで理想のスキンケアを追求
シーボン.は「美を創造し、演出す

る」を企業理念とし、1966年の創
業以来高品質な化粧品とサービス
を提供し、お客様の人生が輝くお
手伝いをさせていただいています。

理想のスキンケアを追求した結
果、私たちがたどりついたのは「自

宅でのスキンケア」＋「サロンでの
お手入れ」です。日々のホームケア
では補いきれないものをプロのア
ドバイスとフェイシャルケアによっ
て肌本来のもつ力に働きかけてい
く、この繰り返しでより早く、より美
しい肌へと導きます。

肌解析×東洋式フェイシャルケ
アで化粧品の使い心地や効果、サ
ロンでのアフターサービスを知って
いただくためのトライアルプランを
ご案内しています。

皆さまのご来店を心よりお待ち
しております。

●

●

●

●

●

●

松田
病院

両備バス

倉敷
駅

429

天満屋
倉敷店

みずほ銀行
倉敷支店

セブンイレブン
倉敷駅前店

阿知北交差点

弁護士法人VIA支所
倉敷みらい法律事務所
中国銀行
倉敷駅前支店

倉敷駅東
交差点

●

●

●

●

●

●

松田
病院

倉敷
駅

429
天満屋
倉敷店

みずほ銀行
倉敷支店

倉敷駅東交差点

倉
敷
中
央
通
り

セブンイレブン
倉敷駅前店

阿知北交差点

ローソン
倉敷阿知二丁目店

阿知中交差点

株式会社
シーボン.中国銀行

倉敷駅前支店

〒710-8550　倉敷市阿知1-7-1天満屋倉敷店3階
ＴＥＬ　086-435-2525
営業時間／10：00〜19：00
定 休 日／なし
https://www.cbon.co.jp/net/

弁護士　岡部　宗茂

店　長　井島　知香

弁護士法人VIA支所　倉敷みらい法律事務所

株式会社シーボン.天満屋倉敷店

はじめまして vol.
❶❾❼

M&A・事業承継法務、紛争処理に実績
　倉敷市と岡山市に法律事務所を
開設している地域密着型の弁護士
法人です。
　企業法務を重点取扱分野と位
置付け、企業・団体向けの継続的
なリーガルサービスの比重が大きく
なってきています。

　顧問先の業種は、建設業、不動
産業、飲食サービス業、インターネット
サービス業、公的機関など様々です。
日常の契約書等チェックを始め、ス
タートアップ支援、契約締結交渉サ
ポート、株主総会運営サポート、株式
譲渡・事業譲渡などM&Aに関する問

題、事業承継、経営権を巡る紛争、
人事労務、組織内の不祥事調査、
企業間契約紛争に至るまで、様々な
案件を取り扱った経験があります。
　今後とも地元企業・団体の皆さ
まに最高水準のリーガルサービスを
提供できるよう精進して参ります。

〒710-0055　倉敷市阿知1-5-17 マルカンビル倉敷駅前3階
ＴＥＬ　086-454-7830
営業時間／9：30〜17：30
定 休 日／土、日曜日、祝日
https://www.kurashiki-bengoshi.com/



　創業28年目を迎えるボード体験とスポーツ用品販
売のお店です。
　県内では珍しく、ウェイクボードとスノーボード
を専門に提供しています。サマー、ウインタースポー
ツ用品は1,000点以上の取り扱いがあります。
　店内にはスノーボード練習場（芝ジブ）があり、
経験豊かなインストラクターが丁寧に指導します。
　夏は高梁川にて、当店所有船舶を使用し様々な

ボード体験を行っています。中でもウェイクボード
は、水着だけで気軽に参加でき、年代を問わず人気
があります。
　当店ご利用者優遇の、日帰りスノーボードツアー
の開催のほか、自社工場によるボードのメンテナン
スも随時受け付けています。
　お客様に楽しみを届けることが信条です。お気軽
にご来店いただければ幸いです。
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Vol.215ナイススマイル

Nice Smile

　「皆がきれいに、気持ちもきれいに」を信条に、オー
プン２年目を迎えたサロンです。
　ＣＰサロンの商品やサービスに魅力を感じ、ユー
ザーから一念発起して創業しました。お客様一人ひ
とりの肌や理想に合う化粧品を、フェイシャルエス
テとともに提供しています。
　来店はお子様連れでもOK。普段育児で時間を取
れない方も、リラックスしてスキンケアを楽しめま

す。多くの方が悩むメイク方法も、丁寧にアドバイ
スしています。
　７月１日（金）から３日（日）、20日（水）に１周年フェ
アを開催。フェイシャルエステやオリジナルグッズ
を無料提供し、期間中は大いに賑わいました。
　当店は完全予約制です。初回来店者様には無料エ
ステも行っていますので、気がねなくご来店くださ
い。

リュカサロン
〒712-8046
倉敷市福田町古新田999-25
パークハウス三宅103号室

TEL 086-442-8613
営業時間　9：00～18：00

定　休　日　祝日

自社HP https://www.instagram.com/
ryuka20210417/?r=nametag

SLASH
〒710-0817
倉敷市大内1224-14 大内倉庫103

TEL 086-425-8863
営業時間　店　　舗　12：00～21：00
　　　　　スクール　　9：00～19：00

定　休　日　火曜日

メ　ー　ル　helix40slash@gmail.com

自社HP

Instagram

https://slash1995.com/

slash_wake_snow
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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

 一輪の綿花を育てる倉敷物語館
倉敷市の日本遺産インフォメーションである倉敷物語館では、日本

遺産「一輪の綿花から始まる倉敷物語」にちなんで、綿花栽培を始

めました。

綿花の成長を見守りながら倉敷の歩んできた歴史をより深く知って

いただければ幸いです。（写真は５月～６月初旬の風景です）

写真公募企画展「倉敷フォトミュラル」開催にあたり、作品を募集しています。選出した作品は10月25日（火）から
11月13日（日）まで倉敷駅前商店街アーケードに展示します。
今回はテーマを２つ設けて「ときめき」と「猫」を同時開催。無料で誰でも応募できます。９月上旬に写真評論家の
飯沢耕太郎氏により選出された作品を大型布にプリントして展示します。
昨年は商店街展示部門に284名から1,065点の応募があり、その中から選ばれ

た55点をアーケードに吊るし、残りの10点を天満屋倉敷店で開催された「ね
こらいふ展」で展示を行い、観光客や買い物客にお楽しみいただきました。
また、関連企画として、高校生を対象とした写真のワークショップを８月11

日（木）から８月14日（日）に倉敷市芸文館で開催します。

アルスくらしき「倉敷フォトミュラル」係　http://arsk.jp/photomural/　TEL:086-434-0505お問い合わせ先

倉敷フォトミュラル  ─写真公募企画展─

会　　　　期／令和４年１0月２5日(火)～１１月１3日(日)[予定]
会　　　　場／倉敷駅前アーケード
ディレクター／飯沢 耕太郎　氏（写真評論家）

◇写真作品募集
｢ときめき｣「猫」
７月22日（金）～８月22日（月）必着
不問
無料

募集期間

テ ー マ

応募資格

参加費用

写真公募企画展

ディレクター  飯沢耕太郎

「ときめき」「ねこ」

主催：倉敷フォトミュラル実行委員会　 倉敷市　 倉敷商工会議所くらしきTMO　 岡山県立大学　 倉敷市文化振興財団　 共催：倉敷市教育委員会　 企画：SAKURA Project (岡山県立大学デザイン学部)  
協力：キヤノンマーケティングジャパン株式会社　セーレン株式会社　JPADS　株式会社フォトクラシック　PGI　天満屋倉敷店　Design：Kawada Ayano

WEBとSNSから
詳細をチェック！

※今年も２テーマで写真作品を募集します。   

必着7 8（金） （月）年 月22日 22月 日2022 -

※詳しくはホームページ（http://arsk.jp/photomural/）をご参照いただくか、
　下記までご連絡ください。
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いただければ幸いです。（写真は５月～６月初旬の風景です）

写真公募企画展「倉敷フォトミュラル」開催にあたり、作品を募集しています。選出した作品は10月25日（火）から
11月13日（日）まで倉敷駅前商店街アーケードに展示します。
今回はテーマを２つ設けて「ときめき」と「猫」を同時開催。無料で誰でも応募できます。９月上旬に写真評論家の
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日（木）から８月14日（日）に倉敷市芸文館で開催します。
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会　　　　場／倉敷駅前アーケード
ディレクター／飯沢 耕太郎　氏（写真評論家）

◇写真作品募集
｢ときめき｣「猫」
７月22日（金）～８月22日（月）必着
不問
無料

募集期間

テ ー マ

応募資格

参加費用
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ディレクター  飯沢耕太郎

「ときめき」「ねこ」
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協力：キヤノンマーケティングジャパン株式会社　セーレン株式会社　JPADS　株式会社フォトクラシック　PGI　天満屋倉敷店　Design：Kawada Ayano

WEBとSNSから
詳細をチェック！

※今年も２テーマで写真作品を募集します。   

必着7 8（金） （月）年 月22日 22月 日2022 -

※詳しくはホームページ（http://arsk.jp/photomural/）をご参照いただくか、
　下記までご連絡ください。

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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8月　倉敷商工会議所カレンダー
　倉敷商工会議所問い合わせ先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 月

2 火

3 水 インボイス制度個別相談会
4 木 第２回インボイス制度対策オンラインセミナー
5 金 法律相談（倉敷）
6 土 選挙人名簿縦覧開始（〜12日）
7 日

8 月

9 火

10 水
11 木

12 金

13 土 夏季休暇
14 日 夏季休暇
15 月 夏季休暇
16 火

17 水 選挙人名簿の確定

18 木 知的財産相談
19 金 インボイス制度個別相談会

くらしきプレ起業塾
20 土

21 日

22 月 新規青色申告者記帳説明会
23 火

24 水 法律相談（水島）
25 木 令和４年度税制改正説明会（〜26日）

ITツール、デジタル化セミナー
26 金 くらしきプレ起業塾
27 土

28 日

29 月 インボイス制度個別相談会
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。

インボイス制度個別説明会を開催
令和５年10月施行のインボイス制度に関する税理士によ
る個別説明会が、以下の日程で開催されます。参加無料。

≪日　程≫
令和４年７月29日（金）、８月３日（水）、８月19日（金）、
　　　　８月29日（月）、９月８日（木）、９月30日（金）、
　　　　10月３日（月）、10月19日（水）、10月31日（月）、
　　　　11月７日（月）、11月25日（金）、12月５日（月）、
令和５年１月12日（木）、１月18日（水）

≪時　間≫　13：00〜17：00　※1事業所につき、最大55分
≪会　場≫　倉敷商工会館会議室

申し込みは、電話による完全予約制で、事業所名、日時、
相談内容を当所中小企業相談所事業課（086-476-1005）まで
連絡してください。

倉敷商工会議所中小企業相談所は、管内中小企業・
小規模事業者を対象に専門家の派遣を行っています。
コロナ禍や昨今の物価高の影響を受け、厳しい状況
に置かれている事業者に対し、専門家から価格転嫁、
生産性向上、販売促進・販路拡大、新分野進出、事業
再構築などについて助言します。　
まず、当所経営指導員が相談を受け、専門家を紹介。
経営課題に応じて中小企業診断士、社会保険労務士、
弁護士、弁理士、税理士、ＩＴコーディネーターなどが対
応します。
商工会議所へ設置する窓口での相談、事業所への直
接派遣は無料ですが、回数は１事業所３回まで。令和５
年２月下旬まで受け付けています。
相談には事前予約が必要です。希望者は当所中小企
業相談所（086-476-1005）まで。

課題解決へ無料で専門家派遣
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Kurashiki CCI Business Women's Club

　

Young Enterpreneurs Group

青年部

　倉敷YEGゴルフ同好会、第一回コンペが行われ
ました。
　倉敷YEGゴルフ同好会第
一回のコンペが倉敷カント
リー倶楽部で開催されまし
た。倉敷YEG内では、いく
つかの同好会があり、楽し
みを共有しております。本
日はゴルフ同好会の活動を
リポートします。
　段々新緑が美しく、ゴル
フ日和になってきました。こ
の日は新入会員からOBさん
まで24名が参加！コロナ禍のため、久しぶりの開催とな
りましたが和気あいあいとした会となりました！
　倉敷YEGのゴルフ同好会では、他の単会との合同コ
ンペや、大きな大会にも参加しております。倉敷YEGに
入会したら、是非ともご参加ください。

　第1回合同委員会を開催いたしました。
　６月20日月曜日に倉敷市民会館で、初めて合同委員
会を開催いたしました。
　普段は別々の会場、別々の日で催されている委員会
を、同じ会場で行うという初めての試みとなります。沢
山の会員を一堂に会するという理由や、何度も会に足
を運ぶ負担を減らすなど、様々な目的をもった会となり
ます。
　本日は約90人の会員が集まりました。今年度は合同
委員会を６回予定しており、個々人のお仕事と交流の
バランスを考えた、新しい形でのYEG活動をみんなで
考えて参ります。

　５月19日（木）、２年半ぶりとなる会員親睦旅行を企
画し、19名で備前方面へ赴きました。岡山県の観光促
進施策「おかやま旅応援割」を利用し、ワクチン３回
接種や陰性証明を確認のうえ開催。とても楽しく、親
睦の深まる１日になりました。
　最初に訪れたのは「備前長船刀剣博物館」。目当ての
山鳥毛は展示期間外のため見ることはかないませんで
したが、日本刀の美しさに思わずため息がこぼれまし

た。続く「日本一のだがし売り場」で大量のお菓子を
購入。孫への良いお土産になりました。お昼は「天ぷ
ら 楓」。予想以上に大きな天ぷらに大満足。皆で楽しく
舌鼓を打ちました。午後の瀬戸内市立美術館では、戦
時下で志半ばに散った画学生の作品を展示する「無言
館展」を鑑賞。遺された作品が伝えてくるメッセージ
は涙なしには見られませんでした。最後は大正ロマン
を代表する美人画家竹久夢二の生家記念館を訪問。ほ
どよく疲れた体に椿茶房でのお抹茶が沁みました。
　参加したメンバーからは「やっぱり皆で旅行に行く
のは楽しい」「前から気になっていた場所に行けて嬉し
い」といった声があり、リアルでの体験の大切さを改
めて感じ、思い出深いものとなりました。

夢二生家記念館前で集合写真みんなで天ぷらをいただきました

Kurashiki CCI Business Women's Club

２年半ぶり！
会員親睦旅行
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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

千年意匠企画 製図・デザイン
３Ｄモデリング 西中新田３７６－１１

レストラン&バー
アニバーサリー 飲食業（バー） 阿知２－１９－２９

エトワール２１ビル７F

つばめ喫茶室 喫茶店 阿知２－２３－１８

ｎｅｗ 脱毛サロン、まつ毛サロン
飲食店 鶴形１－４－５

ビューティサロンスター 美容業 寿町１０－３

木口　美華 化粧品小売業 水島北瑞穂町２－２１

みやもと はり、マッサージ 川入717－4

魚処ほそ川 飲食業（和食） 寿町10－1

カーグレイス 自動車販売、整備 連島町連島1992－3

㈱中島会計センター 会計・経理の記帳
代行業 藤戸町藤戸1682

ｎｉｃｏ. Ｈａｉｒ Ｄｅｓｉｇｎ 美容業 老松町4－8－24

晴田計装㈲ 電気、計装工事 北畝１－２0－２６
クールＡ101

お惣菜たから 飲食業（カラオケ、
弁当販売） 水島北緑町8－1

スナックＭＯＭＯ 飲食店（スナック） 川西町7－17

㈲信榮商会 建具工事業 水島東栄町5－7

Ｌａ　Ｆｌｏｒｅ ネイルサービス 西阿知町387－5　2Ｆ

ドリーム工房 電気製品販売・施工 福島18－8

㈱ＩＱ 保険代理店業 徳芳680－6

Ｎｅｗ Ｎｏｒｍａｌ 建設業（熱絶縁） 稲荷町6－1

ｔｅａｍ ＬＯＶＥ ブライダルサービス業
（研修、物販） 羽島375－26

Ｍｙ Ｓｔｙｌｅ Ｂｅａｕｔｙ エステサロン 東富井862－1
F.BLD202

綱島　靖明 建設業（保温、板金） 中庄573－8

小さな商店 農業（無農薬）、
食品小売販売 阿知3－5－6

ＣＳフェリーノ ペットシッター 老松町5－1－29

割烹さかもと 飲食店（割烹料理） 水島東常盤町８－１７

事業所名 業　　　　種 所　在　地

Ｅｔｅｒｎｉｔｙ 飲食業（スナック） 水島西常盤町7－30
西江ビル1Ｆ

スナックあじさい 飲食業（スナック） 阿知3－12－22

（一社）倉敷音楽芸術研究所 教育・演奏サービス 羽島692

トーキ空調 空調工事 中庄1901－11

美容室リーフワン 美容室 広江5－1－26

ｈｒｋ．ｓ 美容室 川西町16－13
エクセレンスビル3Ｆ

和房　味つぐ 和食居酒屋 阿知2－3－22

㈱リクライム イベント企画・運営 連島中央4－4－10

メディアコミュニケーション 広告、宣伝、印刷業 沖157－1
ｼﾃｨｶｰﾑｴｸｾﾚﾝｽ202号

寿桃 健康教室（調理等） 西阿知町西原996－13

はんこ尾崎 はんこ等の製造販売 西中新田618－2
ワタナベビル1Ｆ

トラットリア グラート 飲食業（創作イタ
リア料理店） 田ノ上1097－2

たんぽぽ音楽教室 音楽教室 中庄団地7－1－1

㈱中島オートセンター 自動車の販売、修理業 連島5－2－34

市松食堂 飲食業（居酒屋） 阿知3－1－３

Ｂｌｕｅ Ｄｏｇ 飲食業（バー） 阿知3－3－10
大森ビル1階

㈱ＧＦフジワラ 農産物の生産、販売 堀南973

守谷運送 運送業 酒津1765

田中計算塾
あしだか学習教室

そろばん教室、
学習塾 笹沖197－7

㈱三宅次平商店 カフェ、飲食店経営 酒津2427 A－201

㈲岡山ネジ製作所 金属製品製造 栗坂810－11

ベーカリーグラン
マイスター パン製造、販売 中島1810－11

エコクラシキ㈲ 設備（排水）インベント 連島町連島2831－70

㈱ロイヤルコーポレーション 労働安全衛生教習 連島町矢柄593１

ＬＯＶＥｉＬ 美容業（脱毛、ネイ
ル、まつ毛、痩身） 笹沖484－8
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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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■令和４年４月１日から義務化された事項
１）育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要です！

次の①～④のいずれかを実施してください。（複数が望ましい）産後パパ育休は、令和４年10
月１日から施行
　①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
　②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備（相談窓口や相談対応者の設置）
　③自社の労働者の育児休業・産休パパ育休取得事例の収集・提供
　④自社の労働者への育児休業・産後パパ育休と育児休業取得促進に関する方針の周知
　現実的にすぐできるのは、④のポスター等を掲示し、育児休業に関する制度と育児休業の
取得促進に関する方針を職場内に周知することです。

２）個別の周知、意向確認が必要です！（令和４年４月１日以降の申し出が対象）

■就業規則の変更
　今回の改正で有期雇用労働者も育児・介護休業が取得しやすくする目的で、今までは引き続
き雇用された期間が1年以上でないと取得できなかった休業が、採用されてすぐにでも取得が可
能になりました。就業規則に１年以上と書き込まれている場合は削除しなければなりません。
　※引き続き雇用された期間が１年未満の労働者は、労使協定の締結により除外可能です。

改正育児・介護休業法（改正は令和4年4月と10月に分けて施行されます。）

誰に？ （本人または配偶者の）妊娠・出産の申し出をした労働者

何を？

次の①～④すべてを行ってください。（産後パパ育休は、令和４年10月1日以降の申出が対象）
①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取扱い

いつ？
妊娠・出産の申し出が出産予定日の1か月半以上前に行われた場合は出産予定
日の１か月前までに。それ以降の申し出の場合などは、厚生労働省の「事業
主向け説明資料」3-1を参照してください。

どうやって？ ①面談（オンライン可）　②書面交付　③ＦＡＸ　④電子メール等 のいずれか
（③と④は労働者が希望した場合に限ります。）

べ

Vol. 220

　　

倉敷
駅 天

満
屋

西
ビ
ル

429

●

●

● ●

中国銀行

倉敷駅前
交差点

国際学術交流センター

木村歯科
三浦皮膚科

倉敷ビアダイニング
ホップマン

倉敷駅東
交差点

2486-1310

　オープン２年目のクラフトビール専門店です。
クラフトビールとは、工業製品化された均一の
ビールとは異なり、小さな醸造所で職人が手作
業で造る個性的な味わいのビールです。
　国内外のビールを空冷式サーバーで樽ごと冷
却し、温度管理とガス圧を徹底管理しビールご
とに最適な状態で提供しています。料理もビー
ルに合うように様々な種類を手作業で仕込んで
います。
　イチジクバターは男性にも女性にも人気の商
品です。
　季節によりフルーツを使った爽やかなビール
や、ハイアルコールでゆっくりとコクを楽しむよ
うなビールが登場します。
　飲み比べセットなども用意していますので、
気軽に試していただけたらと思います。
　青いビールや、オレンジ色のビール等色鮮や
かなものもあるのでインスタ映えも狙えます。
　皆様にビールの多様性を楽しんでいただけた
ら嬉しいです。

クラフトビール専門に
飲み比べセットも用意

　クラフトビールを数種類いただきました。銘柄により
香、味、コクや酸味が全く違い、奥深さに驚きました。
料理も美味しく、サクサクのバゲットにイチジクとの相
性が最高のイチジクバターは、お酒のお供に最適です。

　　　　　　　　　　　　　　　　（大田）

〒710-0821
倉敷市川西町19-21
営業時間/17：00～24：00
定 休 日/不定休
HP/ https://www.kurashiki-
hopman.com/#sec4

セリス・ホワイト（1,000円～）　セリス・ホワイト（1,000円～）　

イチジクバター（880円）イチジクバター（880円）

今井健代表今井健代表
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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

経営者向けの
サポート展開

職人のために
３年かけ開発

骨格を整えて、猫背・肩こり・腰痛・
睡眠改善等のパーソナルトレーニング
サロンとして平成26年に開業し、多く
の方の身体を整えさせてもらってい
ます。

加えて近年、「経営者の心と身体を
整え、今の仕事のパフォーマンスを３
倍に引き上げるサポート」を展開し、
ご好評頂いております。気になる方は
30分無料相談をご利用ください。
「お金のブロック解放セッション」や

「スーツをカッコよく着こなす秘密のト
レーニング」も行っています。

教育型建設業マッチングサービス
「現場のヒーロー」を開始しました。

建設業界は未だに多重下請け構造で
賃金が低く、スキルアップし報酬を増や
したいと思っても、人手不足の現場の中
で仕事を教わる機会が少なく、途方に
暮れている職人が多いのが現状です。

適切な教育を受けることができ、自
分に合った現場を見つけることができ
る環境を提供し、現場で活躍できる職
人が増えるようにと３年の期間を経て
実現しました。ぜひ一度お問い合わせ
ください。

オリジナルデザイン筆発売

次の50年に向けマーク一新

温故知新をテーマとした書道教室
です。

書家山田美煌オリジナルデザイン
の美煌筆を発売しました。筆１つ１
つに思いを込めて名前を付けてお
り、美煌が揮毫した文字が筆の名前
となっています。

小筆～
大筆まで
豊富な種
類と、こ
だわり抜
いた素材
と色彩鮮

やかなデザインを楽しめます。お
電話又は公式ホームページ内オン
ラインストアよりお求めいただけ
ます。
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い合わせください。

令和4年4月に会社ブランドマー
クを一新しました。会社創立以来、
あらゆる土木工事に対応する中で
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続け、平成30年には創立50周年を
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ます。

住 倉敷市祐安1378-2
電 090-7597-8739
営 9:30～19:30（水曜定休）

  https://www.unsourire888.co.jp/

株式会社アンスリール

住 倉敷市中庄団地14-2-2
電 090-7135-3066
営 10：00～21：00

 https://www.biko-shodo.com/

住 倉敷市神田2-7-45
電 086-444-7518
営 8：00～17：00

 https://touyoukomuten.co.jp/

住 岡山市北区下石井1-1-17
　アクロスキューブ岡山駅前ビル2F
電 086-232-9872

 https://genba-hero.com/

美藝（BIKO ONLINE 
STORE・美煌書道教室）

株式会社東洋工務店

野田配管工業株式会社（みんなのヒーロー）

⃝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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■令和４年４月１日から義務化された事項
１）育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要です！

次の①～④のいずれかを実施してください。（複数が望ましい）産後パパ育休は、令和４年10
月１日から施行
　①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
　②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備（相談窓口や相談対応者の設置）
　③自社の労働者の育児休業・産休パパ育休取得事例の収集・提供
　④自社の労働者への育児休業・産後パパ育休と育児休業取得促進に関する方針の周知
　現実的にすぐできるのは、④のポスター等を掲示し、育児休業に関する制度と育児休業の
取得促進に関する方針を職場内に周知することです。

２）個別の周知、意向確認が必要です！（令和４年４月１日以降の申し出が対象）

■就業規則の変更
　今回の改正で有期雇用労働者も育児・介護休業が取得しやすくする目的で、今までは引き続
き雇用された期間が1年以上でないと取得できなかった休業が、採用されてすぐにでも取得が可
能になりました。就業規則に１年以上と書き込まれている場合は削除しなければなりません。
　※引き続き雇用された期間が１年未満の労働者は、労使協定の締結により除外可能です。

改正育児・介護休業法（改正は令和4年4月と10月に分けて施行されます。）

誰に？ （本人または配偶者の）妊娠・出産の申し出をした労働者

何を？

次の①～④すべてを行ってください。（産後パパ育休は、令和４年10月1日以降の申出が対象）
①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取扱い

いつ？
妊娠・出産の申し出が出産予定日の1か月半以上前に行われた場合は出産予定
日の１か月前までに。それ以降の申し出の場合などは、厚生労働省の「事業
主向け説明資料」3-1を参照してください。

どうやって？ ①面談（オンライン可）　②書面交付　③ＦＡＸ　④電子メール等 のいずれか
（③と④は労働者が希望した場合に限ります。）

べ

Vol. 220

　　

倉敷
駅 天

満
屋

西
ビ
ル

429

●

●

● ●

中国銀行

倉敷駅前
交差点

国際学術交流センター

木村歯科
三浦皮膚科

倉敷ビアダイニング
ホップマン

倉敷駅東
交差点

2486-1310

　オープン２年目のクラフトビール専門店です。
クラフトビールとは、工業製品化された均一の
ビールとは異なり、小さな醸造所で職人が手作
業で造る個性的な味わいのビールです。
　国内外のビールを空冷式サーバーで樽ごと冷
却し、温度管理とガス圧を徹底管理しビールご
とに最適な状態で提供しています。料理もビー
ルに合うように様々な種類を手作業で仕込んで
います。
　イチジクバターは男性にも女性にも人気の商
品です。
　季節によりフルーツを使った爽やかなビール
や、ハイアルコールでゆっくりとコクを楽しむよ
うなビールが登場します。
　飲み比べセットなども用意していますので、
気軽に試していただけたらと思います。
　青いビールや、オレンジ色のビール等色鮮や
かなものもあるのでインスタ映えも狙えます。
　皆様にビールの多様性を楽しんでいただけた
ら嬉しいです。

クラフトビール専門に
飲み比べセットも用意

　クラフトビールを数種類いただきました。銘柄により
香、味、コクや酸味が全く違い、奥深さに驚きました。
料理も美味しく、サクサクのバゲットにイチジクとの相
性が最高のイチジクバターは、お酒のお供に最適です。

　　　　　　　　　　　　　　　　（大田）

〒710-0821
倉敷市川西町19-21
営業時間/17：00～24：00
定 休 日/不定休
HP/ https://www.kurashiki-
hopman.com/#sec4

セリス・ホワイト（1,000円～）　セリス・ホワイト（1,000円～）　

イチジクバター（880円）イチジクバター（880円）

今井健代表今井健代表
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倉敷税務署だより

倉敷労働基準監督署

～割増賃金率の引き上げについて～ 倉敷市が
燃料油の２分の１を補助

令和４年分路線価図等の公開について

　相続税や贈与税の申告において土地等の価額

は、時価により評価することとされています。

しかし、納税者の皆様が相続税等の申告に当た

り、土地等についてご自身で時価を把握するこ

とは必ずしも容易でないことから、毎年国税庁

では、全国の民有地について、土地等の評価額

の基準となる路線価及び評価倍率表を定めて公

開しています。

　令和４年分の路線価図等については、７月１

日（金）から国税庁ホームページで公開※して

いますのでご利用ください。

　※ 平成28年分以降の路線価図等を掲載しています。

【お問い合わせ先】
倉敷市保健所保健課感染症係　TEL. 086–434–9810

無料で、風しん抗体検査・予防接種が受けられます
　風しんの予防接種を受ける機会がなかった40代・50代の男性は、
風しん抗体検査と予防接種が公費（無料）で受けられます。この
世代の人は、他の世代に比べて抗体がある人が少ないといわれて
います。
　風しんは、感染者の飛まつ（咳・くしゃみ）によってうつります。
症状は、発熱・発疹・リンパ節腫脹など、風邪によく似ています。
妊娠中の女性が風しんにかかると、胎児に先天性風しん症候群（難
聴・心疾患・白内障など）が起こる可能性があります。誕生して
くる赤ちゃんを守るためにも、感染を拡げないためにも、検査を
受けましょう。

◆対　象：男性（昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生まれ）
対象の方にはクーポンをお送りしています。再発行
の場合にはご連絡ください。

◆料　金：無料
◆期　間：2025年３月31日まで

あなた自身と、これから生まれてくる
世代のお子さんを守るために、クーポ
ンを使って検査を受けましょう。

倉敷市保健所保健課感染症係
〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9810　FAX 434―9805

倉敷市保健所は、市民の
健康づくりを応援します。

【担当】倉敷税務署 資産課税第１部門
          ℡ 086-422-1270（直通）

　現在中小企業に対して適用が猶予されている月60時間を
超える時間外労働に対する割増賃金率について、2023年（令
和５年）４月１日から５0％以上とする規定が適用されます。
　割増賃金率の引き上げに伴い、就業規則、給与計算シス
テムの見直しが必要となる場合がありますので、ご注意く
ださい。
　各事業場におかれましては、「働き方改革推進支援助成
金」（働き方改革の環境整備に必要な費用の一部を国が助
成する制度）等を活用するなど、時間外労働の削減に取り
組んでいただくようお願いします。

　倉敷市は、事業上多量の燃料油（ガソリン・軽

油・重油・灯油）を使用する事業者に、最大40万円

を補助する制度を創設しました。

　令和４年１月から５月までの任意の連続する２カ

月間の油種ごとの[購入量（㍑）×燃料価格上昇

額]の合計額の２分の１を補助します。

　倉敷市内に主たる事業所があり、燃料油の消費量

が多い事業用機器・設備等を備え、算出した補助対

象経費が20万円以上になる法人、個人事業主が申請

できます。

　業種は問いませんが、運送業、製造業、施設園芸、

海運業、建設業などが想定されています。申請書

は倉敷市事業継続支援室のホームページ（https://
www.city.kurashiki.okayama.jp/39168.
htm）からダウンロードできます。
　申請期限は８月31日（水）（必着）です。お問い合せは、倉敷労働基準監督署

TEL. 086－422－8177まで

（割増賃金率の引き上げ） （各種助成金）
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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６月調査結果）
業況DI は、コスト増が重荷となり、ほぼ横ばい先行
きは、物価高の長期化懸念から厳しい見方

※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

６月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７～９月
全産業

建 設

製 造

卸 売

小 売

サービス

▲26.7

▲19.8

▲14.6

▲25.8

▲41.8

▲30.6

▲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

▲20.4

▲31.3

▲15.4

▲20.2

▲31.8

▲9.3

▲20.3

▲29.3

▲19.8

▲22.0

▲32.2

▲4.4

▲20.8

▲24.6

▲19.4

▲24.5

▲31.7

▲9.2

2022年2021年

　新型コロナウイルスの沈静化と需要喚起策により飲食・
宿泊関連のサービス業で業況が改善、住宅関連の民間工事
が堅調に推移した建設業でも業況が改善した。活動制限の
緩和から3ヵ月が経過し、日常生活への回復が見られる一方、
資源・資材価格の高騰継続や資材供給の乱れ、円安による
輸入物価の上昇等により、小売業では業況が横ばいに留ま
り、製造業や卸売業では業況が悪化に転じた。業種を問わず、
コスト増が続いていることに加え、それに見合うだけの価
格転嫁は依然として行われていない。中小企業の景況感は、
コスト増が重荷となり、ほぼ横ばいとなった。

　需要喚起策の拡大や水際対策の緩和に伴う外国人観光客
の受け入れ再開で、売上回復への期待感が高まる一方、物
価高による消費マインドの低下を危惧する声がサービス業や
小売業で多く聞かれた。円安の急伸や資源・資材価格の高

騰によって増加したコストに対する価格転嫁の遅れや、資
材供給の乱れなど中小企業の収益回復の足かせ要因は多く、
先行きも、物価高の長期化懸念から、厳しい見方が続く。

 全産業合計の業況DIは、▲20.3（前月比+0.1ポイント）

 先行き見通しDIは、▲20.8（今月比▲0.5ポイント）

業務日誌（6月度）
1日 令和３年度会計監査

6日 青年部第３回役員会

7日 チームＫ６企画会議

岡山県商工会議所連合会通常総会並びに会頭・副会頭会議

8日 第35回正副会頭・専務理事会議

第597回常議員会（ハイブリッド）

9日 事業計画作成セミナー（23日も）

12日 第161回簿記検定試験

15日 笠岡離島物流実証実験実行委員会設立総会（ハイブリッド）

第77回中国地方商工会議所連合会総会並びに日商との懇談会

日本商工会議所と中国ブロック商工会議所との懇談会・懇親会（ハイブリッド)

16日 日本商工会議所第716回常議員会・第290回臨時議員総会・特別講演会（ハイブリッド)

19日 高梁川流域「倉敷三斎市」

20日 女性会第193回役員会

第３回小規模事業者経営改善資金貸付審査会

22日 第36回正副会頭・専務理事会議　

第186回通常議員総会（ハイブリッド）　

24日 岡山県商工会議所女性会連合会正副会長会議

岡山県商工会議所女性会連合会令和４年度通常総会

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

倉敷珠算振興会第２回検定競技部会

倉敷珠算振興会第１回経営広報部会

27日 会社説明会（〜30日）

第40代倉敷小町書類審査

28日 第21回新倉敷商工会館技術定例打合せ会

福山商工会議所新商工会館視察

人材採用支援セミナー&個別相談会

青年部第４回常任理事会（オンライン）

29日 倉敷税務団体協議会令和４年度通常総会

30日 会報編集会議

　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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　厚手のコートを着こなし、バラ色の花の飾りが付いた帽子をかぶってこ
ちらを見つめるのは、アンリ・マティスの娘マルグリットです。注目して
いただきたいのは、帽子の右側部分。黒色の背景との境に所々青色が見え
るのがお分かりでしょうか？ 
　実は、本作の背景はもともと現在のように黒一色ではなく、海や空など
の景色が描かれていたと考えられています。本作と同時期によく似た構図
で描かれた作品がありますが、それらの背景には、青く広がる海や空が描
かれています。背景を黒く塗りつぶした理由は定かではありませんが、人
物以外の情報が画面から無くなったことで鑑賞者はマルグリットに注目す
ることになり、「肖像画」としての印象がより一層強くなっています。
　本作は児島虎次郎が購入を打診した際、嫌がるマルグリットをマティス
が説得したと伝えられています。マルグリットとしても父が描いてくれた
自身を象徴するような作品をできるだけ手元に置いておきたかったのかも
しれませんね。

アンリ・マティス（1869-1954）《マティス嬢の肖像》1918年　72.9×53.9cm　油彩・画布

　新倉敷商工会館に引っ越して半年。今まで眠っていた書類や荷物を大量に断捨離し
て移転し、すっきりと収納できています。最初は、どうなることかと思っていたフリー
アドレスにも慣れてきました。疲れた時に７階フロアから見る倉敷の街は、ちょっと
した癒しスポットです。10月１日のグランドオープンに向け外構工事中ですが、１階
に居心地のいいcaféもありますので、ぜひお越しください。私のオススメは、ちょっ
とビターな「倉敷白壁ソフトクリーム」。絶品です！　（藤井）

公益財団法人

大原美術館
学芸員（作品保存・管理）

塚本　貴之

　今のような高温高湿の時期は、人に
とって不快であると同時に作品にも悪
い影響を与えます。逆に低温低湿も。
天秤がどちらかに偏るのではなく、何事
もバランスが大切です。

知られざるOHARA Vol.22 

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/

　ご入館にあたっては、マスクの着用を
お願いいたします。
　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。

クラブの内容リニューアル
返礼品は地元の特産品に　

vol. 03

倉敷から全国へ

倉敷ablaze アブレイズ

　第３回目は、倉敷アブレイズのファンクラブにつ
いて、をお届けしたいと思います。
　倉敷アブレイズのファンクラブ名は、ファンもチー
ムにとって大切な一員という意味を込めて“Ablaze 
Family”と称されています。この度令和４年7月より、
内容をリニューアル致しました。会員区分は年齢制
限なしの2000円から入会可能。またファンクラブの
特典として、倉敷アブレイズのホームタウンである
倉敷・岡山の魅力や特産品をお礼品としてお送りい
たします。

　コロナ禍で
旅行などが難
しい状況だか
らこそ、生産
者の方々が精
魂込めて大切
につくられた
自慢の特産品
を是非皆さま
にも知ってい
た だ き、 味
わっていただ
きたいとの想
いを込めさせ
ていただきま
した。
　チームHP（https://kurashiki-ablaze.jp）から
入会できますので、応援よろしくお願いします！

ファンクラブ特典は阪本鶏卵セットや下電
ホテルペア宿泊券（素泊まり）など
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