
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（042）765 8724



 Kurashiki 1

　「倉敷いい友」７回目は、中谷興運㈱代表取締役社長の中谷庄吾副会頭。高校時代は“体育会的日々”を送っていま
したが、自由な世界にあこがれていた大学で国際交流へ本格的に取り組み、その経験は今に生きています。
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新入社員セミナー

ブランド力向上セミナー
＆交流会

　同志社大学に入学して、オリエンテーションで知り合っ
た先輩に誘われ、「アイセック」の活動を始めました。ア
イセックは二度の大戦への反省から経済と商学の勉強を
通じて相互理解を深め、世界平和を目指すことを目的とす
る国際的な学生団体で、インターンシップや各種交流活動
が主な活動となっています。
　学生時代は都合４カ月ほど国際交流活動や、語学の勉強
のため米国や英国に滞在しました。日本では、海外からの
学生の研修を受け入れてもらうため、スーツを着て企業を
回り、ホームステイ先の調整や学生の住環境その他への不
満解消に奔走しました。当時はメールがなく、海外とは手
紙とテレックスでのやりとりでしたので、なかなか大変で
した。

何となく誰がいるか分かる安心感
　この活動を通じ、きちっと自分の意見を言うことが日本
人には足りないと気づかされました。日米貿易摩擦の頃、
原因は交易条件の不平等か、日本製品の競争力かで、アメ
リカの学生と何回も議論しました。ディスカッションする
力がないと、海外の人たちとはやっていけません。
　今は海外の取引先もあり、その時の経験が役立っていま
す。社内でもディスカッションを大事にしており、その中
から新しいアイデアが出てきます。個人的には、オンライ
ンで毎日30分、英会話のレッスンを続けています。

　関西で生まれ、関西で育ち、倉敷に移住したのは29年前
です。交通の便がよく、医療・出産、買い物、レジャーに
も困ることはなく、住みやすさを実感しています。食事や
ゴルフに行ったとき、何となく誰がいるのか分かる感じが
心地よく、安心感があります。
　父からは、お客さんとの付き合いのため、ゴルフ、マー
ジャン、酒のうち、二つはやれと言われました。若いとき
にはマージャンをよくやりましたが、今はやるお客さんが
いなくなりました。
　ゴルフは年間60日くらいプレーします。ゴルフのおもし
ろさは、失敗しても自分の責任という点です。社長は自
分の力の足りなさを思い知る場を持たないといけないと
思っていますが、ゴルフはそのための良い機会です。

カリフォルニア大学バークレー校での中谷副会頭（左）



１．中小企業向け設備投資減税の延長（２年）

Ⅰ．中小企業の自己変革への挑戦を後押しする税制

３．研究開発税制の延長（３年）・拡充
 研究開発投資の維持・拡大に対するインセンティブ強化のため、試験研究費の増減割合に応じて控除上
限が変動する措置や控除率の傾きを大きくする措置を導入

 控除上限や控除率の上乗せ措置を３年延長
 オープンイノベーション型におけるスタートアップの定義見直しと博士号取得者等の高度研究人材の活
用を促す措置の創設、試験研究費の範囲見直し（既存データを活用したサービス開発を追加等）を実施

令和５年度 税制改正のポイント
中小企業の自己変革への挑戦を後押しする税制やインボイス制度導入
に係る負担軽減措置、電子帳簿保存法の要件緩和が実現！

速報

設備の種類
（価額要件）

機械装置
（160万円以上）

ソフトウェア
（70万円以上）

器具備品・工具
（30万円以上）

建物附属設備
（60万円以上）

支援措置
国

税

中小企業経営強化税制
即時償却又は税額控除10％（※７％）

中小企業投資促進税制
30％特別償却又は税額控除7％
※ 30％特別償却のみ適用

は、経営力向上計画の認定が必要
※ を付した部分は、資本金3,000万円超１億円以下
の法人の場合

２年
延長

２年
延長

控除上限の見直し 控除率の見直し

裏面に続く

 中小企業の設備投資を促す以下の措置を延長

２．償却資産に係る固定資産税の軽減措置の創設（２年）
 雇用者全体の給与が1.5％以上増加することを従業員
に表明し、市町村の認定を受けた先端設備等導入計画
に基づき一定要件を満たす機械等を導入した場合に、
最大５年間、固定資産税を２/３軽減

 賃上げを表明しない場合は３年間１/２軽減
中小企業

（先端設備等導入計画の策定）

申請 認定

国
（基本方針の策定）

市町村
（導入促進基本計画の策定）

協議 同意

事前確認
（必須） 認定経営革新等支援機関

商工会議所・地域金融機関
士業等の専門家 等

【税制支援措置】
＜計画中に賃上げ表明あり＞
５年間、固定資産税を２／３軽減※

※2024年4月～2025年3月に
設備取得の場合は４年間

＜計画中に賃上げ表明なし＞
３年間、固定資産税を１／２軽減

増減試験研究費割合

2%

控除率

8.5%

14%

10.145%

現行制度

最大14%

見直し後

±0％約37％減
9.4％増

30％減 12％増 約20％増
約18%増1%

11.5%

本体
(恒久措置)

上乗せ措置
(時限措置)

一般型
法人税額
の25％まで

法人税額
の5%まで

法人税額
の10%まで 上乗せ措置

コロナ特例

オープン
イノベーション型

法人税額
の10%まで

＜現行＞

一般型

上乗せ措置※2

オープン
イノベーション型

＜改正＞
売上高試験研究費
割合10%超※2

一般型

変動部分※1

基本形 高い方
を適用

法人税額の
20～30％まで

（※1）試験研究費の増減割合に応じて控除上限が変動（▲5%～+5％）
（※2）売上高試験研究費割合が10％超の場合、控除上限最大10％上乗せ

10%

倉敷商工会議所
日本商工会議所
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２．電子帳簿保存法（電子取引のデータ保存）の要件緩和
①システム対応が間に合わなかった事業者等への対応
 税務署長が認めた場合（事前申請は不要）、税務職員から提出を求められた際に送付・受領した領収
書等をデータで提出できるようにしておくとともに、出力書面を保存しておけば良いこととする

Ⅲ．防衛力強化に向けた財源確保

１．インボイス制度導入に係る負担軽減措置
①税負担の軽減
 免税事業者がインボイス発行事業者となった場合、
納税額を売上税額の２割に軽減（３年間）

Ⅱ．納税環境整備

 防衛力の強化に向け、2024年以降の適切な時期に、法人税・所得税・たばこ税に関する措置を導入

 これにより、2027年度に１兆円強の財源を確保

・法人税額に対し、税率４～4.5％の新たな付加税を課す
・中小法人に配慮するため、法人税額から500万円（所得2,400万円相当）を控除

 2023年10月以降に登録申請をする場合、
提出期限は登録希望日の15日前までに緩和
（現行は１カ月前まで）

②事務負担の軽減
 前々年の売上高が１億円以下または前年の上半期の
売上高が５千万円以下の事業者における１万円未満
の仕入については、インボイスの保存を不要とし、
帳簿の保存のみで仕入税額控除を可能に（６年間）

Ⅰ．中小企業の自己変革への挑戦を後押しする税制（続き）

③登録申請期限の延長
 2023年10月の制度開始時にインボイス発行事業者となるには、原則2023年３月末までの登録申請
が必要であったが、2023年４月以降でも可能に

インボイス制度開始
2023.10.1 2024.３.172024.２.28

⾒直し後の提出期限
（15⽇前）

申請書提出

課税期間の初⽇
2024.４.１

申請書提出

登録

売上800万円(税抜)
のイラスト制作
事業者の場合

通常
納税額：40万円
※簡易課税（みなし仕入率
50%）を適用

軽減措置 納税額：16万円
※売上税額80万円×２割

負担
軽減

現行の提出期限
（１カ⽉前）

②検索機能確保要件の⾒直し
 送付・受領した領収書等をデータで提出できるようにしておくことを
前提に検索機能確保要件が不要となる売上高基準を5,000万円以下に
緩和する等の措置を実施

多くの中小企業が
従前の保存方法で
対応可能に！

大多数の中小企業は対象外に（※課税対象は全法人の６％弱）

（現時点で示されている方向性（法人税部分））

５．スタートアップ支援の強化
 個人投資家がスタートアップに出資した際に税優遇を受けられるエンジェル税制について、
株式売却で得た利益をスタートアップへの再投資や起業に使う場合、売却益のうち20億円
までは投資額に相当する分を非課税とする等

４．中小企業者等の法人税率の軽減措置の延長（２年）
 中小企業における所得800万円までの法人税率を

19％から15％に軽減する措置を２年延長

所得金額 本則での税率 租特での軽減税率
年800万円以下 19％ 15％
年800万円超 23.2％ -
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　　　　～瀬戸内海沿岸に広がる情報共有～

次世代モビリティ瀬戸内コンソーシアム総会

ＭＡＳＣの取り組みに関心

倉敷アブレイズＶリーグ昇格祝賀会

優勝を目指して200人が激励
　倉敷アブレイズＶリーグ昇格祝賀会が２月３日

（金）、倉敷アイビースクエアエメラルドホールで開催
され、地元関係者約200人が参加しました。
　倉敷南高校吹奏楽部によるウエルカム演奏の後、Ｖ
リーグ参入までの軌跡をまとめた映像を上映。一列に
並んだ来賓とエアハイタッチをしながら、選手17名が
一人ずつ入場しました。
　来賓挨拶で井上峰一会頭は「これからまだまだ厳し
い一歩があると思うが、しっかりと頑張ってＶリーグ
で優勝してもらいたい」と激励。
　鈴木秀生監督は「これから倉敷市を代表するプロ
チームとして、日本に出ていく。末永く応援してほし
い」と決意を述べました。
　祝宴では、選手たちが登壇し一人ずつ自己紹介。Ｖ
リーグに向けた抱負も述べ、大島杏花主将を中心に試
合前に行っている円陣が披露されました。
　祝賀会は、（一社）日本バレーボールリーグ機構理
事会で、ＶリーグのＳ３ライセンス交付が決定された

のを受け、地元関係者有志７名で組織された実行委員
会（会長・平松裕㈱コンチネント代表取締役）が企画。
　倉敷アブレイズは発足から４年目でライセンスを取
得。９月にＶリーグ機構へ正式入社し、「2023-24Ｖ・
ＬＥＡＧＵＥ」に参入します。

試合前に行う円陣を披露する選手たち（倉敷アイビースクエア）

　「次世代モビリティ瀬戸内コンソーシアム」総会が
２月１日（水）、オンラインで開催され、オブザーバー
も含め瀬戸内海沿岸の11商工会議所・商工会、行政、（一
社）MASCから24人が出席し、関心の高さがうかがわ
れました。
　会長の井上峰一倉敷商工会議所会頭は「この瀬戸内
海沿岸に航空宇宙産業のクラスターが、一日も早く実
現することを期待している」と挨拶。
　ＭＡＳＣの丸山武司ドローン部会長は、昨年10月に
行われた大型ドローンによる笠岡離島物流実証実験に
ついて報告。上空ＬＴＥ通信サービスの品質データ、
定期航路及び海上設備に影響を与えない飛行方法や時
間帯の確立、安全管理体制の確立など、定期航路化へ
の基礎データの蓄積ができたことを成果として挙げま
した。
　この後、ＭＡＳＣの坂ノ上博史事務局長は、令和３年
６月から全国各地で行った空飛ぶクルマの試験飛行や
展示の実績を紹介し、今後の飛行計画も説明しました。
　また、３月11日（土）、同12日（日）に開催される

第５回航空宇宙ビジネスフォーラムの内容にも触れま
した。初日は宇宙関連セッション、２日目午前は教育
関連セッション、同午後は空飛ぶクルマ・ドローン関
連セッションが行われます。
　同コンソーシアムは令和４年２月、倉敷、岡山、姫路、
福山、笠岡、児島、玉島、玉野、備前商工会議所と備
前東、土庄町、小豆島町商工会、（一社）ＭＡＳＣで設立。
現在、オブザーバーとして広島、丸亀、徳島商工会議所、
倉敷市、笠岡市、瀬戸内市も参加しています。

オンラインで開催された総会（倉敷商工会館会頭室）



　役員の任期満了に伴い各部会が１月30日（月）から２月９日（木）にかけて順次開催され、正副部会長
が選任されました。選任された正副部会長は下記の通りで、新任は工業部会の藤木達夫部会長、建設部会
の和田一朗副部会長、運輸交通部会の佐藤慎司部会長と同林和樹副部会長、医療・福祉部会の富田秀男副
部会長の５名です。
　任期は令和８年10月31日までです。（敬称略）

 Kurashiki 5

初の普通救命講習を開催初の普通救命講習を開催

　倉敷商工会館のAED（自動体外式除細動器）を活用
しようと、倉敷商工会議所主催で初の普通救命講習が
１月12日（木）、倉敷消防署救急主任の木本仁氏を招
いて当所会議室で開催されました。
　当日は６名が参加し、救急車が到着するまでに行う
べき応急手当や心肺蘇生方法、AEDの使用方法等につ
いて、実地訓練を含めた約３時間の講習を受けました。
　実地訓練では、順番に心肺蘇生を行う役になり、胸
骨圧迫を２分間継続して行い、１人での心肺蘇生の
困難や大変さを体験。その後、実際にAEDを使用し、
119番通報をする役、AEDを使用する役に分かれ、ロー
ルプレイング形式で実技を行いました。
　居合わせた人による一次救命処置で心配停止の時間
が10分以内だと救命の可能性が約２倍に上がり、AED
を使用した除細動があった場合の心肺蘇生による社会
復帰率は、10倍以上も上がることも学びました。
　普通救命講習の内容は５年ごとに更新され、やり方

は変わっていきます。
　当会館では２階の倉敷商工会議所事務局に１台、６
階の㈱日本政策金融公庫倉敷支店に２台、合計３台の
AEDが設置してあります。

AEDの使用方法を実践する参加者（第４・５会議室）

商業部会
◎ 櫛田　修平 ㈱誠屋 代表取締役会長

○ 平松　晃弘 平松エンタープライズ㈱ 代表取締役

○ 佐々木正明 サキヤクリエイト㈱ 代表取締役

工業部会
◎ 藤木　達夫 丸五ゴム工業㈱ 代表取締役

○ 桐野　宏司 瀬戸内エンジニアリング㈱ 取締役会長

○ 藤南　和将 関西プラスチック工業㈱ 代表取締役社長

建設部会
◎ 大森　一正 ㈱大森工務店 代表取締役

○ 和田　一朗 ㈱和田組 代表取締役

○ 原田　一行 ㈱ハラダ 代表取締役

藺製品・雑貨部会
◎ 土倉　修治 ㈱トクラ 代表取締役

○ 三宅　典一 三宅製簾㈱ 代表取締役

○ 萩原　秀泰 萩原㈱ 代表取締役社長

理財部会
◎ 杉原　正一 水島信用金庫 理事長

○ 原　　浩之 奨農土地㈱ 代表取締役

○ 虫明　　優 ㈱三楽 代表取締役

運輸交通部会
◎ 佐藤　慎司 ＨＩＮＯＤＥ＆ＳＯＮＳ㈱ 代表取締役

○ 渡辺　清二 港交通㈱ 代表取締役

○ 林　　和樹 ㈱ハヤシ 代表取締役

観光部会
◎ 近藤　幸二 ㈱全観トラベルネットワーク 代表取締役社長

○ 吉本　豪之 ㈱橘香堂 代表取締役

○ 髙橋　啓一 ㈱やまと 代表取締役会長

医療・福祉部会
◎ 松田　忠和 （医)天和会松田病院 理事長・院長

○ 富田　秀男 （公財)大原記念倉敷中央医療機構 常務理事

○ 小松原　望 （福)愛育会のぞみ保育園 園長

（◎は部会長、○は副部会長）

正副部会長決まる　　２部会長、3副部会長が新任

商工会館にはAED3台設置商工会館にはAED3台設置
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はじめまして vol.
❷●❹０

話し方講座やメンタルケアをさらに強化
　平成29年10月にボイストレーニン
グ教室として開業し、令和３年１月
にスタジオを開設しました。ボイスト
レーニング、ピアノ、弾き語り、作詞
作曲などのレッスンを行っています。
　カラオケで高得点を出したい、音
痴を克服したいという目的の生徒だ

けでなく、プロ志向の生徒もおり、
一人ひとりに合ったマンツーマンレッ
スンで指導しています。
　コロナ禍で、メンタル面の不調から声
が出しにくい、人前で自信をもって話せ
ないと悩む受講生が多いため、メンタル
ケアと「バイブレーションボイス」という新

たな話し方講座をスタートさせています。
　また、個人だけでなく、営業や人
事を管理する企業にも提供できる
講座内容となっています。
　今後は特に話し方やメンタル改
善のレッスンもさらに強化していき
たいと思っています。

　ソニー生命のライフプランナーと
して、生命保険はもちろん、ライフプ
ランニング（人生設計）や住宅ローン
（ソニー銀行）、自動車保険・火災保
険（ソニー損保）のご相談も承ってお
ります。また、iDeCoやNISAなどの
資産形成方法、個人事業主・法人の

事業承継、相続対策、子どもたちの
ためのキッズマネースクールなど、お
金に関するセミナーも行っています。
　生きていく上で、お金は必要です。
しかし、日本人はお金の教育を受け
ていないため、資産形成など誤った
認識を持たれている方が多くいるよ

うに感じます。お金に振り回される
のではなく、上手に付き合い、将来
叶えたい夢などの人生設計を一緒
に考えていくお手伝いをさせていた
だいています。
　相談は無料ですので、ぜひお気軽
にお声かけください。

428

●

● ●

鶴の浦ポンプ場

割烹はらだ 鳥竜
中華料理

●

●

●

鶴の浦3丁目
第5公園

鶴の浦3丁目
第9公園鶴の浦3丁目第4公園

●ハーモネートタウン
鶴の浦公園

〒712-8007　倉敷市鶴の浦3丁目
ＴＥＬ 090-8718-5719
営業時間／8：30〜17：00
定　休　日／なし
https://cs.sonylife.co.jp/L8TI05

平田　裕明

●

●

●

●

●

●

中国銀行
倉敷駅前支店

倉敷
駅 429

倉敷駅前交差点

天満屋
倉敷店

みずほ銀行
倉敷支店

倉敷駅北第2
自転車駐輪場 倉敷駅東

交差点

センター街
倉
敷
中
央
通
り

ローソン
倉敷阿知
二丁目店

セブンイレブン
倉敷駅前店

阿知北交差点

Acorn
studio 阿知中

交差点代 表 小杉 みゆき

Ａｃｏｒｎ　ｓｔｕｄｉｏ

お金と上手に付き合い人生設計を一緒に

〒710-0055　倉敷市阿知3丁目6-16
ＴＥＬ 090-2042-0437
営業時間／10：00～21：00
定　休　日／水曜日
https://watashi.mykajabi.com/m-fine/
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Vol.222ナイススマイル

Nice Smile

　国内外のレディース向けハイブランドファッ
ションアイテムを販売しています。
　「FLY GIRL」「MeiMeiJ」「sarah pacini」といっ
た、上質な素材で、洗練されたデザインのブランド
を多数扱っています。鞄や靴、ペンダントなども豊
富で、着こなしからコーディネートまで丁寧にご提
案いたします。
　当店だからこそ満足できる、特別な空間づくりに

も注力しています。有名デザイナー製作の展示アイ
テムなども、お楽しみください。
　例年夏と冬にセールを行い、11月には周年記念
イベントも検討中です。
　「毎日のコーディネートにわくわくを」を信条に、
創業32年目を迎えました。家族３世代での来店
も多いお店です。ご家族のプレゼントにもぜひ
どうぞ。

ジェネシス
〒710-0824
倉敷市白楽町140-1

TEL 086-423-2222
営業時間　１１：００～１８：００

定　休　日　水、日曜日

メ　ー　ル

自社HP h t t p s : //g e n e s i s -
kurashiki.net

　倉敷市の養育支援訪問事業に携わっているうち、
子育てに苦しむ多くのお母さん達を助けたい気持ち
が募り、７年前に創業しました。
　30年以上の助産師経験を活かし、産前・産後のケ
アを中心にお母さんと赤ちゃんの自立支援を行って
います。
　母子の体の状態、関係を丁寧にカウンセリングし、
改善点を分かりやすく伝えるよう心掛けています。

　母乳相談は、LINEやZOOMでのオンライン相談
にも対応。子ども達の考える力や自己肯定感の向上
には、知育に定評のある北欧のおもちゃ等を活用し
ています。
　妊娠、出産、育児は父母子ともに家族にとって大
切な時期です。最近では発達障害に関する相談も増
えました。一人で悩まず、安心してお問い合わせく
ださい。

ぐらん・ま
〒710-0830
倉敷市笹沖204-3

TEL 090-5691-1226
営業時間　　9：00～12：00
　　　　　13：00～15：00

定　休　日　日曜日、祝日

メ　ー　ル

qq568efd@rondo.
ocn.ne.jp

muraguchi.hiromi@
gmail.com
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本格再開見据えオンライン会議本格再開見据えオンライン会議
流域商工団体の「推薦枠」設定へ流域商工団体の「推薦枠」設定へ
高梁川流域「倉敷三斎市」の本格再開を見据え１月27

日（金）、流域商工団体連携会議がオンライン形式で開催
されました。
会議には、７商工会議所、２商工会の担当者が出席。
倉敷商工会議所から流域商工団体の「推薦枠」を設ける
ことの説明がありました。
各商工団体から１回につき２店舗程度募集。既存の出

店者以外とし、原則各商工団体の会員事業所です。推薦
の条件設定や募集方法等は、各商工団体にゆだねます。
さらに令和５年度下期を目途に調整を進める「テーマ
別連携」として、開催月ごとにテーマを設定し、流域商
工団体からの推薦で、７市３町（新見市・高梁市・総社
市・早島町・倉敷市・矢掛町・井原市・浅口市・里庄町・
笠岡市）の産品の販売やＰＲが行えるコーナーを設ける
方向で調整します。

なお、「推薦枠」「テーマ別連携」の出店者は、出店料
等を免除する予定です。
各地域でまとまって販売等を行っていた従来の「地域

デー」は、希望に応じて開催します。
高梁川流域「倉敷三斎市」は、令和３年11月の再開以

降、試験開
催として食
べ歩きやイ
ベントは中
止し、テイ
クアウトの
みの販売と
していまし
た。

７商工会議所、２商工会の担当者が出席し、オンライン
形式で開催

高梁川流域「倉敷三斎市」実行委員会事務局（くらしきＴＭＯ事務所内）
電話　０８６－４２４－０２６１

申し込み・　
問い合わせ先
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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】https://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
←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
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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）

１階カフェスペースにて販売中
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3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 水 広域商工会議所連携担当者連絡会議
2 木 岡山県商工会議所青年部連合会新旧合同出向者会議
3 金

4 土

 5 日

6 月 青年部令和５年度第３回役員会予定者会議
青年部第12回役員会

7 火 チームＫ６企画会議
8 水 Web・SNSを活用し差別化！ブランド力向上セミナー＆研修会
9 木 第１回運営委員会

定時知的財産相談
10 金 （一社）岡山県商工会議所連合会令和４年度臨時総会並びに県下商工会議所会頭・副会頭会議
11 土 第５回航空宇宙ビジネスフォーラムin倉敷（〜3/12）
12 日

13 月
14 火

15 水

16 木 岡山県商工会議所女性会連合会正副会長会議
17 金

18 土 日本商工会議所青年部第314回役員会等諸会議
19 日 高梁川流域「倉敷三斎市」
20 月

21 火

22 水 第６回正副会頭・専務理事会議
第603回常議員会
第188回臨時議員総会
定時法律相談
青年部第４回通常総会・第12回例会
第50回倉敷天領夏祭り第７回実行委員会

23 木

24 金

25 土

26 日

27 月 青年部第１回常任理事会
28 火

29 水

30 木

31 金

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。

倉敷商工会館１階で１月19日（木）、ランチの出張販
売が始まりました。３月31日（金）までの予定です。
ランチ販売は平日10：30〜14：30で、３月は、ボヌー
ル（児島下の町-パンのキッチンカー）、お・さんぽ（北
畝-お弁当）、saborosa（宮前-ブラジル家庭料理のキッチ
ンカー）、こがねちゃん弁当（白楽町-お弁当）、マミズの
パン（中島-天然酵母パン）が出店予定。出店スケジュー
ルは会館１階に掲示しています。
昨年末の「バルコスカフェ」撤退に伴う空きスペース
を活用し、販路開拓の支援として１月11日（水）から出
店者を公募しました。カフェ・レストランは４月再開に
向けて準備を進めています。

購入後は会館１階のフリースペースでランチをお楽
しみいただけます。

商工会館でランチ出張販売商工会館でランチ出張販売  　空きスペースで販路開拓支援　空きスペースで販路開拓支援
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Kurashiki CCI Business Women's Club

　

Young Enterpreneurs Group

青年部

第３回通常総会・第９回例会を開催
　令和４年12月
20日（火）、くら
しき健康福祉プ
ラザにて、第３
回通常総会が開
催されました。
　令和４年度補
正予算（案）と
令和５年度役員
の選任について審議され、いずれも可決承認されまし
た。これから令和５年度始動に向け、田仲学次年度会
長予定者と共に、承認された新役員予定者は準備を進
めていきます。
　また、令和４年の締めくくりの例会として、佐藤健
太会長から会員に向けて労いの言葉と「あと少し今年
度の残りを頑張っていきたい」との言葉がありました。
　令和４年度の青年部活動も残りわずかとなりました。

次年度に向けてよいバトンを渡せるように頑張ってい
きます。

令和５年新年賀詞交歓会を開催
　令和５年１月23日（月）、倉敷アイビースクエアにて、
令和５年新年賀詞交歓会が開催されました。 
　この日は当青年部OBに加えて、伊東香織倉敷市長、

（公社）倉敷青年会議所土倉佳奈理事長、日本商工会議
所木村麻子令和５年度会長予定者や同メンバー、井上
峰一会頭らをお招きし、交流しました。 
　来賓の伊東市長からのご挨拶から始まり、新年にふ
さわしい鏡開きも行いました。そしてゲストを交えて
各会員は、対面で交流できることを喜び合いました。
積極的な交流の場をこれからも設けていきたいと思い
ます。

　令和５年新年祝賀会が１月13日（金）、倉敷アイビー
スクエアで開催されました。会員29名が出席し、井上峰
一会頭、大原あかね副会頭、坂本万明専務理事を来賓
に迎え、新型コロナウイルス感染症対策をしたうえで新
年を寿ぎました。
　式典では、君が代・女性会の歌の黙唱に続き、木村
かや子副会長が代表して活動指針を読み上げました。開
会にあたり竹内照会長は「30周年を迎えられたことに、
会員や倉敷商工会議所など関係各位に感謝したい。ま

た、これを契機に次の40周年に向けて会員増強に励みた
い」と抱負を述べました。
　式典に続き、大原副会頭の乾杯の音頭で祝宴が開か
れました。コロナ禍のためアクリル板を設置し、移動禁
止という制限がありましたが、美味しい松花堂弁当に舌
鼓を打ちました。途中、丸山洋子直前会長の全商女性連
特別功労者表彰が披露されました。引き続き干支会員の
紹介がされ、今年はフラワーアレンジメントを贈りまし
た。また、新年会としては３年ぶりのアトラクションで
は、二胡奏者の劉習韻氏と、箏奏者の田中真澄氏をお招
きし、正月らしい華やかで上品な音色を奏でていただき、
とても心地よい時間を過ごしました。会員の絆が一層深
まる素敵な新年会となりました。

新年を祝う鏡開きを行う参加者

今年は松花堂弁当をいただきました

二胡と琴のデュエット

真剣な表情で青年部の歌「伸び行く大地」
を静聴するメンバー

Kurashiki CCI Business Women's Club

令和5年新年祝賀会
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 S N S 活 用 事 例 紹 介 ― 5団協が10回目のセミナー ―

互いのSNSについて意見交換も（第４・５会議室）

坂本万明会長から表彰を受ける受賞者

松田　絵里�氏 秋山　幸子�氏 永松隆太朗�氏

 Kurashiki 11

５商工団体コロナ対策協議会（以下５団協）と倉敷市主
催の「成果につなげる！SNS活用実践ワークショップ」が
１月26日（木）、倉敷商工会館で開催されました。

５団協が実施しているセミナーで10回目。今回は37名が
参加し、講師を務めた㈱Orb代表取締役の河井七美氏は「経
験談を聞きながらコツを掴んでほしい」と述べ、ITの身近
な導入事例として、クロワッサンと焼き菓子専門店「CHAT 
NOIR」の妹尾育代氏と対談形式で事例紹介をしました。そ
の後、参加者同士で互いのSNSについて意見交換し、交流
を図りました。

妹尾氏は、SNSを活用し自社の売り上げを大幅に増加さ
せ、勤務時間は半減させた体験談を惜しみなく話し、「SNS
は基本無料で、活用次第では夢のあるツール」と強調しま
した。

次回の開催は３月８日（水）に倉敷ロイヤルアートホテ
ルで、河井氏と千日デザインアソシエーション代表の乙倉
慎司氏、㈱クラビズ代表取締役の秋葉優一氏が「Web・SNS
を活用し差別化！ブランド力向上」について講演し、交流

会も予定しています。
参加希望者は、倉敷市新型コロナウイルス感染防止取組

サイト（https://kurashiki-chambers.jp/seminar）よりお申
し込みください。

活用次第では夢のあるツール

地域の宝（魅力）新聞コンテスト

小学生19名に表彰状を授与小学生19名に表彰状を授与
郷土愛の醸成を図る「倉敷未来プロジェクト」の一環で、「地

域の宝（魅力）新聞コンテスト」の表彰式が２月３日（金）に倉
敷市役所市民ホールで開催され、小学生19名に表彰状と記念品を
贈りました。

今年度で６回目の開催となり、倉敷商工会議所会頭賞には、倉
敷東小学校５年益吉紗世さんの「阿知の藤だより」が選ばれまし
た。倉敷市のシンボルの一つで岡山県天然記念物である阿智神社
の「阿知の藤」を取り上げ、枯死寸前から回復した取り組みやフ
ジの特徴などを伝えています。

地域の宝（魅力）新聞コンテストは、地域の宝（魅力）をテー
マに、市のシンボル（市木・市花・市の鳥）や３つの日本遺産、

歴史・文化・産業・特産品・自然など、地域の宝（魅力）を盛り込んだ新聞を募集し、これまでで最も多い793作品
の応募があり、倉敷市長賞など19作品が選ばれました。

入賞作品は、２月３日（金）から10日（金）にわたって倉敷市役所展示ホールで展示されています。

倉敷商工会議所は、４月10日（月）と12日（水）の２
日間、独自の令和５年度新入社員セミナーを当会館会議
室で開催します。独自開催は23年ぶり。

講師に元ＣＡでハートフルストーリー代表の松田絵
里氏、㈱総合心理研究所代表取締役の秋山幸子氏、片山
社会保険労務士事務所代表の片山優氏、ＮＨＫ岡山放送
局アナウンサー永松隆太朗氏を招き、「ビジネスマナー
の基礎知識」や「メンタルヘルスケアの重要性」などを
学んでいただきます。

受講対象は、令和５年度の新入社員やコロナ禍以降に
同様のセミナーに受講できなかった方、学び直しを希望
される方。受講料は11,000円（税込）。

当セミナーの詳細な内容は、当月号巻末折り込みチラ
シをご覧ください。

当所ウェブサイトから受講申込書をダウンロード
し、必要事項を入力して３月23日（木）までにメール

（shinkou@kura-cci.or.jp）で申し込んでください。

独自に新入社員セミナー
ＮＨＫアナも登壇

片山　　優�氏
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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

賃　　金 定額給与

賞与など

所定内給与

所定外給与

基本給

時間外勤務手当

休日出勤手当

深夜勤務手当

諸手当臨時の賃金
（結婚手当など）

この部分が最低賃金
の対象となります。

ただし諸手当のうち
精皆勤手当、通勤手
当、家族手当は最低
賃金の対象とはなり
ません。

※
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【最低賃金の対象となる賃金】
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われ
る基本的な賃金です。
　具体的には、実際に支払われる賃金から次
の賃金を除外したものが最低賃金の対象とな
ります。
⑴ 臨時に支払われる賃金（結婚手当など）
⑵ 箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
    （賞与など）
⑶ 所定労働時間を超える時間の労働に対して
　 支払われる賃金（時間外割増賃金など）
⑷ 所定労働日以外の日の労働に対して支払わ
　 れる賃金（休日割増賃金など）
⑸ 午後10時から午前５時までの間の労働に対
　 して支払われる賃金のうち、通常の労働時
　 間の賃金の計算額を超える部分（深夜割増
　 賃金など）
⑹ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】
　支払われる賃金が最低賃金額以上となって
いるかどうかを調べるには、最低賃金の対象
となる賃金額と適用される最低賃金額を以下

の方法で比較します。
⑴ 時間給制の場合：時間給≧最低賃金額（時

間額）
⑵ 日給制の場合：日給÷１日の所定労働時間

≧最低賃金額（時間額）
　 ただし、日額が定められている特定（産業

別）最低賃金が適用される場合には、日給
≧最低賃金額（日給）

⑶ 月給制の場合：月給÷１か月平均所定労働
時間≧最低賃金額（時間額）

⑷ 出来高払制その他の請負制によって定めら
れた賃金の場合

   出来高払制その他の請負制によって計算さ
れた賃金の総額を、当該賃金計算期間に出
来高払制その他の請負制によって労働した
総労働時間で除して時間当たりの金額に換
算し、最低賃金額（時間額）と比較します。

⑸ 上記⑴、⑵、⑶、⑷の組み合わせの場合
　 例えば、基本給が日給制で、各手当（職務

手当など）が月給制などの場合は、それぞ
れ上記⑵、⑶の式により時間額に換算し、
それを合計したものと最低賃金額（時間額）
を比較します。

最低賃金をチェックしましょう！

べ

Vol. 227

2434-3733

　倉敷美観地区近くにて、素材と製法にこだわっ
た江戸そばを提供しています。
　麺は小麦粉２割、そば粉８割の二八そば。の
ど越しが良く、食べやすく美味しいのが特長です。
　要のソバの実は、その時期に最高のものを全
国から取り寄せ。製粉は毎朝当店の石臼でひい
ており、風味の豊かさが味を引き立てます。
　つゆは、シイタケやカツオなどから丁寧に出
汁をとり、醤油でまろやかに仕上げています。
　当店一押しの辛味天ざるは、濃厚な甘みと旨
味に定評のある「天使の海老」を使用。さっぱ
りとした辛味大根と薬味が味わいを深めます。
　辛味大根が主役の辛おろしそばは、たっぷり
と薬味を混ぜ、風味を楽しみながらお召し上が
りください。
　天ぷらに使う野菜は、旬の物を各地より厳選。
タラの芽、ホワイトアスパラは特に絶品です。
　アルコール消毒などコロナ対策も講じています。
　シンプルな料理だからこそ、素材の味を丁寧
に伝えられるように日々心掛けています。

石臼でひいた二八そば
各地から旬の野菜厳選

　上質なそばと天ぷらなどが食べられます。麺はしな
やかで食感も良く、和風テイストのつゆとの相性も抜
群でした。旨味が凝縮された海老の天ぷらは、特に
お勧めの一品です。春先には、タラの芽の天ぷらも
是非いただきたいです。　　　　　　　　　（大田）

〒710-0046 倉敷市中央1丁目8-9
営業時間/11：30～14：00
※売り切れ次第終了。土日曜日
　は商品があれば17時からも営
　業（当日電話にて要確認）
定 休 日/月曜日
HP/https://www.instagram.com/
sekisen3436/?igshid=YmMyMTA
2M2Y%3D

辛味天ざる（1,650円）辛味天ざる（1,650円）

辛おろしそば（1,430円）辛おろしそば（1,430円）

スタッフの皆様スタッフの皆様

　　

429
倉敷
駅

石　泉

●
●

● ●

●

●

●●

倉敷アイビー
スクエア

倉敷市民会館

阿智神社
誓願寺

倉敷市立
自然史博物館

倉敷天文台 倉敷市芸文館

倉敷市立
中央図書館
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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 shinkou@kura-cci.or.jp へ送信。
⃝掲載可否、内容はご一任願います。
　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

町家改修し
宿泊事業を開始

大型
ブックスキャナー導入

美観地区の町家を改修し、本年１月
６日（金）より完全予約制の一棟貸し
の宿泊事業を開始しました。

コンセプトは、アートと建物や街並
みの歴史を感じ、倉敷を心ゆくまでた
ん能するための隠れ家。

宿には地元作家製作の陶器や硝子細
工等の器などを揃え、実際に使用しお
楽しみいただけます。作品ギャラリー
もあり、お買い求めも可能です。

無料駐車場（１台）も備えており、宿泊
は一泊一名18,000円から。予約時に着物
レンタルや着付けも受け付けています。

弊社は、ドイツ製の大型ブックス
キャナー「OS12000」を導入しまし
た。製本を見開きでスキャンできるこ
の機械は、原本を裏返す必要が無い
ため資料が傷みにくく、厚みのある
書籍や製本図面、古文書等のスキャ
ンに適しています。見開きＡ１サイ
ズまで対応でき、カラースキャンも可
能です。

他にも多種多様のスキャナーがあり
最大A０サイ
ズ、マイクロ
フィルムの電
子 化も可 能
です。書類の
電 子 化をご
検 討の際 は
ぜ ひお 問 い
合 わ せくだ
さい。

住 倉敷市本町10-9
電 086-527-5000
営 10:00～18:00

  https://jiji-yado.com/

アートと歴史の宿　路ゞ （ジジ）

住 倉敷市白楽町412-1
電 086-476-1357
営 8:30～17:30

  http://www.n-arrange.co.jp

世界へ足袋シューズを発信　
令和４年４月、倉敷美観地区の

新しいランドマークとして開業し
た「 倉 敷SOLA」 の1階 に 直 営 店

「MARUGO KURASHIKI」をオー
プンいたしました。

弊社が100年間培ってきた地下足
袋製造の技術を生かして、現代人の

足元から健康をサポートする足袋
シューズを新しい履物のスタンダー
ドとして倉敷から世界に発信してい
くコンセプトストアです。

老舗地下足袋メーカーならではの
品揃えと「足袋マイスター」の専門
スタッフによるフィッティングを是
非ご体感ください。

住 倉敷市中央1丁目4-13
電 086-489-6948
営 10：00～18：00（火曜定休）

  https://www.instagram.com/marugokurashiki

MARUGO KURASHIKI

デニム調ブルーシート発売
国産ブルーシートトップシェアの

ノウハウを活かしたデニム調の”ブ
ルーシート”を新たに開発しました。
インディゴブルーカラーを主体にデ

ニムと同
じ綾織り
を取り入
れ、ジー
ンズのリ
ベットを
連想させ
るゴール
ド色の真
鍮ハトメ

を添えています。
見た目はフェイクとは思えないデ

ニムそのものながら、ブルーシート
なので耐候性・防水性・丈夫さといっ
た特性も備えています。レジャー
シートとして、テントやタープなど
キャンプギアとしてもご活用くだ
さい。

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

 https://hagihara.shop/

萩原工業株式会社西日本アレンジメント株式会社

⃝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

賃　　金 定額給与

賞与など

所定内給与

所定外給与

基本給

時間外勤務手当

休日出勤手当

深夜勤務手当

諸手当臨時の賃金
（結婚手当など）

この部分が最低賃金
の対象となります。

ただし諸手当のうち
精皆勤手当、通勤手
当、家族手当は最低
賃金の対象とはなり
ません。

※
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【最低賃金の対象となる賃金】
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われ
る基本的な賃金です。
　具体的には、実際に支払われる賃金から次
の賃金を除外したものが最低賃金の対象とな
ります。
⑴ 臨時に支払われる賃金（結婚手当など）
⑵ 箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
    （賞与など）
⑶ 所定労働時間を超える時間の労働に対して
　 支払われる賃金（時間外割増賃金など）
⑷ 所定労働日以外の日の労働に対して支払わ
　 れる賃金（休日割増賃金など）
⑸ 午後10時から午前５時までの間の労働に対
　 して支払われる賃金のうち、通常の労働時
　 間の賃金の計算額を超える部分（深夜割増
　 賃金など）
⑹ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】
　支払われる賃金が最低賃金額以上となって
いるかどうかを調べるには、最低賃金の対象
となる賃金額と適用される最低賃金額を以下

の方法で比較します。
⑴ 時間給制の場合：時間給≧最低賃金額（時

間額）
⑵ 日給制の場合：日給÷１日の所定労働時間

≧最低賃金額（時間額）
　 ただし、日額が定められている特定（産業

別）最低賃金が適用される場合には、日給
≧最低賃金額（日給）

⑶ 月給制の場合：月給÷１か月平均所定労働
時間≧最低賃金額（時間額）

⑷ 出来高払制その他の請負制によって定めら
れた賃金の場合

   出来高払制その他の請負制によって計算さ
れた賃金の総額を、当該賃金計算期間に出
来高払制その他の請負制によって労働した
総労働時間で除して時間当たりの金額に換
算し、最低賃金額（時間額）と比較します。

⑸ 上記⑴、⑵、⑶、⑷の組み合わせの場合
　 例えば、基本給が日給制で、各手当（職務

手当など）が月給制などの場合は、それぞ
れ上記⑵、⑶の式により時間額に換算し、
それを合計したものと最低賃金額（時間額）
を比較します。

最低賃金をチェックしましょう！

べ

Vol. 227

2434-3733
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た江戸そばを提供しています。
　麺は小麦粉２割、そば粉８割の二八そば。の
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　要のソバの実は、その時期に最高のものを全
国から取り寄せ。製粉は毎朝当店の石臼でひい
ており、風味の豊かさが味を引き立てます。
　つゆは、シイタケやカツオなどから丁寧に出
汁をとり、醤油でまろやかに仕上げています。
　当店一押しの辛味天ざるは、濃厚な甘みと旨
味に定評のある「天使の海老」を使用。さっぱ
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と薬味を混ぜ、風味を楽しみながらお召し上が
りください。
　天ぷらに使う野菜は、旬の物を各地より厳選。
タラの芽、ホワイトアスパラは特に絶品です。
　アルコール消毒などコロナ対策も講じています。
　シンプルな料理だからこそ、素材の味を丁寧
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石臼でひいた二八そば
各地から旬の野菜厳選
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〒710-0046 倉敷市中央1丁目8-9
営業時間/11：30～14：00
※売り切れ次第終了。土日曜日
　は商品があれば17時からも営
　業（当日電話にて要確認）
定 休 日/月曜日
HP/https://www.instagram.com/
sekisen3436/?igshid=YmMyMTA
2M2Y%3D

辛味天ざる（1,650円）辛味天ざる（1,650円）

辛おろしそば（1,430円）辛おろしそば（1,430円）
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倉敷税務署だより

岡山県最低賃金倉敷労働基準監督署

～「賃金引き上げ特設ページを公開しました～
　厚生労働省では、令和５年１月、賃金引き上げ特設ペー
ジを公開しました。
　この特設ページには、
◆賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例
◆各地域における平均的な賃金額がわかる検索機能
◆賃金引き上げに向けた政府の支援情報
　など、賃金引き上げのために参考となる情報を掲載して
います。
　賃金引き上げを検討される際に、是非ご利用ください！

お問い合せは、倉敷労働基準監督署
TEL. 086－422－8177まで

　　　　　詳しくはこちら

必ずチェック！最低賃金　使用者も、労働者も！

梅毒やHIV検査の予約・相談先は
エイズホットライン
０８６－４３４－９０９９

倉敷税務署 

スマホで見やすい専用画面 ２
多くの方がスマホ専用画面をご利用いただけま
す。  
申告書の作成 
はこちらか

 

３ 自宅で作成！ 

 

スマホとマイナンバーカードで申告！１

確定申告は、スマホでご利用いただける e-Ｔａｘ
が便利です。 
スマートフォンとマイナンバーカードがあれば、
e-Tax（電子申告）を利用して申告書を作成・提出
できます。
感染防止の観点からも、ぜひご自宅から e-Taxを
ご利用ください ・確定申告会場に出向く必要がありません！

・自宅でいつでも確定申告！

国税庁ＨＰ 
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倉敷市保健所 保健課感染症課係
〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9810　FAX 434―9805

倉敷市内で梅毒が流行しています
ＳＴＯＰ性感染症！

倉敷市保健所は、市民の
健康づくりを応援します。

・梅毒トレポネーマという細菌の感染によって起こる性感染症です。
・感染すると、陰部や唇に「しこり」ができたり、全身に発疹が出たりします。
・全く症状が出ないことや、出ていた症状が消えることがありますが、きちん
と治療しないと病気は治りません。治っていないと、人にうつしてしまう可
能性があります。

・コンドームを正しく使用した、セーファーセックスをすることが大切です。
・コンドームの使用は、感染のリスクを下げることができます。
　※ピルでは、性感染症は予防できません。

・感染したかもしれないと不安に感じる時には、検査をうけることが大切で
す。早く発見し、適切に治療すれば治る病気です。症状がある時には病院
へ行きましょう。
・検査（血液検査）は、県内保健所では無料・匿名で受けられます。
・パートナーも感染している可能性があるので、必ず検査を受けてもらいま
しょう。

性的接触によって、直接接触した粘膜や皮膚の小さな傷などから感染します。

梅毒ってどんな病気？

感染を予防するには？

感染したかもと思ったらどうしたらいいの？

どうやって感染するの？

岡山県ホームページ
バイどん

梅毒について
学ぼう♪ ぜひ
　 見てなぁ！
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労働保険の事務委託事業者募集
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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５年１月調査結果）
業況DI は、経済活動は回復も、コスト増で横ばい
先行きは、国内外の需要減退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

１月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２～４月
全産業

建 設

製 造

卸 売

小 売

サービス

▲18.2

▲21.5

▲6.9

▲18.1

▲26.7

▲20.4

▲21.0

▲26.4

▲18.9

▲24.8

▲30.7

▲10.2

▲23.3

▲28.7

▲23.3

▲27.2

▲31.9

▲11.4

▲20.7

▲29.9

▲20.1

▲21.1

▲29.4

▲8.1

▲16.4

▲22.9

▲16.2

▲20.3

▲23.9

▲4.5

▲18.4

▲27.2

▲14.2

▲16.3

▲32.1

▲7.0

▲18.4

▲25.1

▲16.9

▲17.3

▲27.1

▲8.8

▲19.8

▲20.7

▲17.3

▲15.6

▲30.9

▲14.7

2023年2022年

　建設業では、設備投資や住宅関連の民間工事が堅調に推
移し、業況が改善した。また、小売業では、初売りが好調だっ
た百貨店を中心に、業況が改善した。一方、サービス業では、
年始の感染拡大で、新年会のキャンセルが発生した飲食店
が全体を押し下げ、業況が悪化した。また、製造業や卸売
業では、外需減退により受注数が減少した電子部品関連を
中心に業況が悪化した。経済活動が正常化に向かう一方、
原材料・エネルギー価格の高騰、人手不足に伴う人件費等、
負担するコストは増加が続いている。コスト増に見合う価
格転嫁も十分に行えておらず、中小企業の業況は、横ばい
に留まった。

　経済活動の回復により、設備投資等の受注増への期待感
が建設業や卸売業でうかがえる。一方、業種を問わず、人
手不足による受注機会の損失や、高騰が続く電気代等によ
るコスト負担増を危惧する声が聞かれた。不安定な為替動

向等で企業経営が安定しない中、物価高による消費マインド
の低下や、欧米等の世界経済の鈍化による外需のさらなる
減退も懸念され、中小企業の先行きは厳しい見方が続く。

 全産業合計の業況DIは、▲18.4（前月比±0.0ポイント）

 先行き見通しDIは、▲19.8（今月比▲1.4ポイント）

業務日誌（1月度）
4日 仕事始め
10日 医療・福祉部会第１回メンタルヘルス出張個別相談会

青年部令和５年度第１回役員予定者会議
青年部第10回役員会
令和５年度日本商工会議所青年部第14回正副担当理事予定者会議等（ハイブリッド）

11日 第３回正副会頭・専務理事会議
令和５年新年祝賀会
令和４年度プレミアムギフト抽選会

12日 インボイス制度個別相談会（18日も）
普通救命講習（ＡＥＤ講習会）

13日 （一社）岡山県商工会議所連合会１月運営委員会（ハイブリッド）
令和４年分所得税確定申告説明会（16日も）
女性会令和５年新年祝賀会

14日 日本商工会議所青年部第312回役員会等諸会議（ハイブリッド）
15日 高梁川流域「倉敷三斎市」
16日 令和４年度第１回岡山県商工会議所連合会総務・経理担当者会議（ハイブリッド）
18日 第２回藺製品・雑貨部会（第95回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2023出展社会議）

医療・福祉部会第３回メンタルヘルス個別相談会
税務関係民間団体等と倉敷税務署との新年事務打合せ会
源泉徴収手続き個別相談会
高梁川流域「倉敷三斎市」総社商工会議所との連携協議

19日 第１回流通委員会
日本商工会議所第２回地域活性化・第２回税制・第２回情報化合同委員会（ハイブリッド）
日本商工会議所第723回常議員会・第295回議員総会（ハイブリッド）

23日 令和４年分所得税・消費税確定申告研修会
医療・福祉部会第２回メンタルヘルス出張個別相談会

青年部第10回例会・新年賀詞交歓会
青年部ＯＢ会令和４年度臨時総会

25日 第４回正副会頭・専務理事会議
第９回小規模事業者経営改善資金貸付審査会
会報２月号編集会議
倉敷珠算振興会第75回理事会

26日 成果につなげる！ＳＮＳ活用実践ワークショップ
27日 第２回観光委員会

高梁川流域「倉敷三斎市」第１回流域商工団体連携会議（オンライン）
青年部令和５年度第２回常任理事予定者会議（オンライン）
青年部第11回常任理事会（オンライン）

28日 中国ブロック商工会議所青年部連合会新旧合同役員会等（ハイブリッド）
30日 第１回建設部会

第１回運輸交通部会
31日 ＺＥＢ調査

　当所会員事業所は、当所労働保険事務組合に労働保険
の事務を委託することができます。委託することで、事
務処理の手間が省け、労働保険料を年3回に分割払いす
ることも可能。また、労働保険に加入できない事業主等
が特別加入制度（※）に利用できるなどのメリットがあ
ります。（※）一人親方は除く。
問い合わせは事業課（TEL.476-1005）まで。
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 背景の暗闇に溶け込むようにして描かれているのは、うつむき伏せる
男性と、それを抱き込む赤毛の女性。女性は目を伏せ、男性のうなじにそっ
と口元を寄せています。「吸血鬼」というタイトルから、女性が吸血鬼で、
男性はその犠牲者だと思われます。男性を覆うように流れ落ちる赤毛は、
吸血鬼の体内を巡って最後には同化する犠牲者の血、そしてそれが宿す
生命力を象徴しているようにも見えます。
 本作を手掛けたのは、19世紀末のヨーロッパを代表するノルウェーの
画家エドヴァルト・ムンク。「吸血鬼」は、有名な「叫び」や「マドンナ」、「接
吻」と並び、ムンクを代表する主題のひとつです。これらは、ムンクが
強い関心を持っていた愛や不安、生と死といった人間の根源的な体験を
描写するのに適していたようで、油彩や版画を用いて様々に表現を変え、
生涯を通して繰り返し描かれました。「吸血鬼」も豊かな変奏作品を持ち、
油彩では10パターン、版画においては、白黒のものと本作のような有色
のものとの2パターンが存在しています。

エドヴァルト・ムンク（1863-1944）《吸血鬼II》1895-1902年、
石版・木版、紙、38.7 [56.4]×56 [65.8]cm

　先日実家にて、斧で初めてまき割りを行いました。堅い節の多い赤松は、剣道と居
合道で培った技術を駆使しても刃が通らず苦戦しました。しかし、よく観察すると節
は必ずしも幹の中心部から生えていないことが分かり、上手く節を避け、適切な角度
と力加減で見違えるように割れていきました。これは、経営指導にも通じると思いま
す。事業者の経営課題は、経営指導員と共に分析し、必要な角度とスピードで適切に
進めることで解決できると強く思いました。　（大田）

　現在、小企画展示「この1点」では、
ムンクの《マドンナ》を紹介していま
す。油彩の《吸血鬼》と《マドンナ》は、
連作「生のフリーズ」の一部として一緒
に展示されることもありました。

知られざるOHARA Vol.29 

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）
※12月～2023年２月の開館時間は15：00まで（最終入館14：30）
※年末年始の時間変更等あり
倉敷市中央1-1-15　電話 086-422-0005

　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。
https://www.ohara.or.jp/

幼児とスポーツで交流
小さな｢出来た!!｣

vol. 10

倉敷から全国へ

倉敷ablaze アブレイズ

　令和４年12月より倉敷アブレイズが市内の保育所・
幼稚園・認定こども園にて、プロスポーツ交流推進
事業を開始しました。チームの理念である「誰もの
心に燃やし続ける火を」を体現すべく、スポーツを
通じて人と未来を繋げ、よりよい社会づくりに取り
組んでいきたいと思います。
　この活動では定期的な運動遊びを通じて、運動能
力の向上だけではなく、友達との関わりからコミュ
ニケーション能力を身に付けたり、集中力や自分で
考える力をコンセプトにし、保育者の先生方と一緒

に活動を行っております。
　一つの競技にこだわることなく、ボールゲームや
リズムジャンプなど楽しい遊びの中で、色々な発見
や子どもたちの小さな「出来た!!」の気持ちを積み重
ねていける様な活動を心がけていきたいと思います。

リズムに合わせて元気に運動する子どもたち
（令和４年12月12日、ゆりかご保育園）

公益財団法人

大原美術館
学芸員

大塚　優美
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