
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

CAD IT

712-8058 7-14 

TEL 086-448-6090 FAX 086-448-6079
Mail sec-sds@setouchi-eng.co.jp 
http://www.setuchi-eng.co.jp/sds

30

150



 Kurashiki 1 Kurashiki 1

　サッカーの魅力は、チームでやり遂げることです。試合
の流れの中で、自分たちが勝つためにいろいろなことをし
て、結果を分かち合える、ここにおもしろさがあります。
組織プレーの中で、個人のスキルの高さも生かせます。
　運動選手で、それなりのレベルになろうと思うと、今の
課題は何か、これを自分でしっかり理解し、自己分析して、
ストロングポイント、ウイークポイントを明確にする。こ
れをどう改善できるか、自分で考え、実行に移し、試合で
表現して、さらに評価していくことです。
　この繰り返しであり、PDCAサイクルを回すことが重要
な会社の経営と共通するものがあります。

オランダへの転勤で選手生活終了
　小学校３年生のとき、地元のスポーツ少年団に入ったの
がサッカーを始めたきっかけです。ポジションはゴール
キーパーで、28歳まで選手としてプレーしていました。
　小学校、中学校でサッカーの楽しさを教えられたのが大
きく、好きになって、ずっと続けられました。岡山朝日高
校では、少ない時間で集中して練習し、国体やインターハ
イに出場。サッカーのおもしろさを知り、人生の中で一番
サッカー感が変わったときです。
　中央大学法学部に進み、関東のサッカーのレベルの高さ
にショックを受けました。よりがんばろうという気にな

り、３年生でレギュラーを勝ち取りました。
　Jリーグはまだ発足しておらず、就職活動では地元に帰っ
てサッカーができる会社を探しました。本社採用ですが、
水島を希望し、入社当初から水島勤務です。サッカーでは、
平成３年にチームとして初めて、天皇杯に出場、指導者と
しても含めると、14回の出場を果たしています。
　選手生活は意外な形で終わりました。重要プロジェクト
でオランダへ転勤になり、生産管理に携わりました。３年
間のオランダ生活では、旅行も楽しみ、13～14か国を訪問。
ノルウェーとスイスが印象的で、自然の素晴らしさに感動
し、人間はちっぽけな存在にすぎないと感じました。

　「倉敷いい友」５回目は、三菱自動車工業㈱水島製作所副所長の菅慎副会頭。学業も仕事も大切にしながら、文武
両道のサッカー人生を歩み、現在も県内トップチーム「三菱自動車水島FC」の監督兼部長として活躍中です。

サッカーでもＰＤＣＡ
文武両道で天皇杯にも倉敷

いい友
ku

ra
sh

iki good friendvol.5 倉敷商工会議所　副会頭  菅
かん

　　　慎

　　大学時代の菅副会頭（後列左から３人目）と元日本代表の
　　福田正博氏（後列右から４人目）

倉敷いい友vol.5������1

外構・植栽計画� ��� 2・3

日商事業活動表彰����3

インボイスセミナー���4

簿記検定��������4

事業承継支援協定締結式�5

倉敷小町が決定�����5

はじめまして������6

ナイススマイル�����7

くらしきTMO�������8

倉敷市民会館駐車場���8

カレンダー�������9

新入会員��������9

青年部�������� 10

女性会�������� 10

データインフォメーション�� 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

人材育成セミナー���� 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

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

会員事業所健康診断

優良商工従業員表彰

インボイスセミナー

人材育成セミナー

メンタルヘルス個別相談

新任管理者研修

海外知財訴訟費用保険制度

（公財）日本電信電話ユーザ協会

岡山県禁煙治療費助成事業支援金

まこと



Kurashiki 2 

市花と市木を植え、景観形成にも貢献
外構と植栽を充実し「航跡の森」に

　新倉敷商工会館建設工事は、外構と植栽を原設計より充実させ、「航跡の森」としての整備が進んでい
ます。今年１月に完成した新商工会館は、倉敷の歴史を踏まえ「吉備の穴海」に浮かぶ「外輪のついた帆船」
をイメージしていますが、外構と植栽はこれに呼応したデザインとなり、まちづくりや美しい景観の形
成に貢献します。

　【コンセプト】
　「航跡の森」構想では、瀬戸内の海を走る船が穏やかな波間を進み、通り過ぎた後にできる航跡波が美しく
海面を光輝くようなイメージを植栽と舗装で作り上げます。
　また、商工会議所の歩みを航跡波で表現し、植栽群がすくすくと育ち、やがて森を形成するように倉敷の地域・
企業、そして商工会議所の発展と繁栄の願いを込めたデザインとなっています。

　【市木と市花を採用】
　植栽計画では、倉敷市の市木であるクスノキ、市花であるフジを採用。シンボルツリーとして、高さ８ｍの
クスノキ1本を建物の南東に植え、５ｍのクスノキも５本新設し、前面道路の街路樹として植えられているク
スノキも合わせ、一体感を持たせた景観形成に寄与します。建物の東側には、溶融亜鉛メッキ仕上げの鉄骨を
組み上げて藤棚を設置し、ノダフジを植え付けます。

　【歩行者のアプローチ】
　歩行者の進入路は、敷地東の倉敷成人病センター側になり、高梁
川をイメージした青と白のモザイクタイルのアプローチが、前面道
路と入口をつなぎます。右側のサイン裏には芝生もあり、ハクモク
レンやシロバナチンチョウゲ、ガクアジサイなど中低木を植え、建
物を際立たせるようにします。進んでいくほど木が高くなり、正面
奥にクスノキが見えます。



日商事業活動表彰を初受賞
ZEBと「空飛ぶクルマ」実装化で
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「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）

　【大原孫三郎像と記念碑】
　進入路を入っていくと、左側にサクラやルリヤナギ、ヤシュウハ
ナセキショウなどにおおわれた初代会頭大原孫三郎像と記念碑、藤
棚が現れます。銅像は昭和54年の当所創立50周年記念でつくられた

もので、記念碑には高額
建設協力金事業所の銘板
が並びます。
　銅像や記念碑の南側に
は、建物を囲むようにクスノキが生い茂るように新設されます。石
の舗装とシュウカイドウ、ガクアジサイなどの植栽で曲線を描き、
航跡波を表現します。

　【オープンカフェ】
　建物の南側は、波の泡をイメージしたデザインとし、シ
マトネリコの木漏れ日の中で、オープンカフェを楽しむこ
とができます。駐車場とオープンスペースの間にも、シマ
トネリコを植え、視線を緩やかにさえぎるようにします。
オープンカフェ周辺の樹木への雨水浸透のため、透水性コ
ンクリート舗装が施されます。

　倉敷商工会議所は、日本商工会議所の事業
活動表彰を受けることが決まりました。当所
としては初の受賞で、「次代を見据えた会館建
設と次世代モビリティの社会実装に向けた取
り組み」が評価され、９月15日（木）に表彰
式が行われます。
　７月21日（木）の日本商工会議所常議員会
で正式決定し、表彰は全国で11件。当所は、
商工会議所として全国初となる「レジリエン
ス強化型ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・
ビルディング）実証事業」に採択されたことと、

「空飛ぶクルマ」の社会実装に向けた取り組み
で、選ばれました。
　ＺＥＢ実証事業について、日商は「地域に
おけるカーボンニュートラル実現に大きく寄

与」「全国に先駆け先進的な同所の取り組みは
他の商工会議所の参考に資する」と指摘。空
飛ぶクルマについては、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」を
評価しました。
　そして「環境を考慮した商工会議所運営と、
最先端の科学技術を用いた実証実験等に果敢
に取り組み、商工会議所の存在感を高めてい
る点が高く評価できる」とされました。



　日本商工会議所の簿記検定は、経営成績と財政状態を明らかにする技能と経営管理能力を身に着けること
ができ、多くの企業から評価されています。令和２年12月より行われているネット試験（２級、３級のみ）は、
パソコン教室などの対応している会場で自分の都合に合わせて受験することができます。
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インボイス制度対策セミナーに80名参加
制度概要や対応方法を解説、9月26日にも
　倉敷商工会議所中小企業相談所は、７月21日（木）
と８月４日（木）、インボイス制度対策セミナーを開
催し、64事業所80名が参加しました。
　７月21日は当所会議室で行われ、８月４日はオンラ
インで実施。講師は、三宅税理士法人の平松和美税理
士が務めました。
　同セミナーでは、制度の概要や関係する事業者・免
税事業者への対応、登録方法、請求書の様式が変わる
ことなどについて、分かりやすく説明がありました。
　インボイス制度は、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開始。適格請求書（イン
ボイス）を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」
に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるため
には事前の登録が必要となります。
　当所は、９月26日（月）にも第３回インボイス制度
対策セミナーを倉敷国際ホテルで開催予定。参加費無
料。同８日（木）と同30日（金）のインボイス個別相

談会も、完全予約制で受け付けています。
　また、インボイス制度の概要を分かりやすく取りま
とめた小冊子「中小企業・小規模事業者のためのイン
ボイス制度対策」も配布しています。
　問い合わせは、倉敷商工会議所中小企業相談所（☎ 
086-476-1005）へ。

熱心に聴講する参加者（7月21日、第4・第5会議室）

経理の重要資格をネットで

①受験申込　⃝インターネット申し込み方式　（https://cbt-s.com/examinee/examination/jcci.html）
　　　　　　　マイページを作成しWebページで申し込み。事務手数料550円。受験料はカードやコンビニ払い。

　　　　　　⃝会場問い合わせ方式（https://www.kentei.ne.jp/examination_method）
　　　　　　　試験会場を選択し、各試験会場へ直接申し込み。支払方法、事務手数料は会場により異なります。

②試験当日　受験票（予約確認メール）、身分証明書、電卓（計算機能のみ）を持参し、試験５分前までに入室。

③合否判定　試験終了と同時に自動採点し、合否を判定。合格者にはその場でデジタル合格証が交付されます。

各試験会場が計算用紙としてＡ４サイズの紙２枚、筆記具（ボールペン）を用意します。
お問い合わせは、受験サポートセンター TEL：03-5209-0553 （09：30〜17：30※年末年始を除く）まで。

簿記検定ネット試験　試験内容　　※１級は統一検定試験方式（会場での受験）のみ実施

級 試験時間 受験料（税込） 程度・能力

２級 90分 4,720円 小規模企業における企業活動や会計実務を踏まえ、経理関連書類の適切な処理を
行うために求められるレベル

３級 60分 2,850円
財務諸表の数字から経営内容を把握できるなど、企業活動や会計実務を踏まえ適切
な処理や分析を行うために求められるレベル
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　経営者の高齢化や長引くコロナ禍による休廃業が高
水準で推移する中、倉敷商工会議所と日本政策金融公
庫は７月27日（水）、中小企業、小規模事業者の事業
承継支援を強化する連携協定を締結しました。商工会
議所として単独で同公庫と協定を結ぶのは、岡山県内
では初めて。
　当所会議室で行われた締結式で、井上峰一会頭は

「マッチングの機会が広がり、当所管内だけではなく、
高梁川流域全体に広がることを期待している。地域の
活性化や雇用の確保には、地元の中小企業や小規模事
業者が元気でなければならない」と挨拶。
　同公庫倉敷支店の中島徹総括課長は「地域の小規模
企業にとって非常に身近な存在である倉敷商工会議所
と連携していくことが、事業承継支援を有効に進めて
いく鍵になる」と述べ、覚書を交わしました。
　連携協定では、後継者が不在で事業の引き継ぎ先を
探している事業者と、創業や事業の拡大、新分野への
進出等を検討している事業者とのマッチングを推進。
　今後は、事業承継支援に関する情報提供、双方向の

事業者等の紹介、相談対応、ノウハウに関する情報交
換、融資の推進等を行います。
　連携による支援体制の構築によって、事業者には同
公庫の全国ネットワークを生かしたマッチング機会
の増加、小規模マッチングの実現可能性向上などのメ
リットがあります。

覚書を手にする井上峰一会頭（右）と中島徹総括課長

第40代倉敷小町に選ばれた（左から）上野さん、堀さん、谷口さん

　第40代倉敷小町の最終審査が７月24日（日）、倉
敷公民館で行われ、香川大学２年上野綾子さん

（19）、就実大学２年堀日向子さん（19）、会社員谷
口綾珠さん（20）＝いずれも同市＝が選ばれました。
　応募者40名の中から１次審査を通過した9名が出
席。審査員９人の前で自身が思う倉敷の魅力を発
表するなど最後のアピールを行いました。
　新倉敷小町はこれからの１年間、さまざまな活
動を通じて倉敷の魅力を岡山県内外にPRする予定
で「責任感を持って最後まで頑張りたい」と意気
込みを語っていました。
　最終審査は例年、倉敷天領夏祭りに合わせて公
開で行われていますが、一昨年から３年続けて新
型コロナウイルス感染防止のため、関係者のみの
非公開で行われました。

第40代倉敷小町が決定

事業承継支援で日本公庫と連携協定
県内商工会議所で初、マッチング機会拡大へ
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弁当に買い物代行､植木管理､草刈りも
令和３年９月、店舗を構え、お昼

限定の食べ放題バイキング、お弁当
のイートイン、テイクアウトのほか、
地域の皆様にライフサポートサービ
スを行っています。料理は、経験を
積んだ料理長、ベテランスタッフに
よる愛情のこもった手作りです。

グループホームや企業、一般家
庭様への宅配もしています。ライフ
サポートとして、買い物代行や植
木のお手入れ、草刈りなど、日常の
「困った」をお手伝いします。

今後は、地域活動の場にも積極
的に参加し、多くの方へ美味しい

お食事やサービスを提供したいと
考えています。

コロナ禍、物価上昇により不安が
募る世の中ではありますが、コロナ
対策も万全の上、ご納得いただける
適正価格を設定していますので、ご
来店、ご依頼お待ちしております。
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〒710-0803　倉敷市中島1380-3
ＴＥＬ　086-454-7255
営業時間／9：00〜19：00（LO 18：00）
定 休 日／水曜日
https://www.mamis-codeli.com/

代　表　古谷野　貢

代　表　甲元　真巳

創作きもの明和美

株式会社マミズ・コーデリおかやま

はじめまして vol.
❶❾❽

再生加工でよみがえらせ次世代に継承も
　京都の熟練職人と共に手業で染
め上げる本格的な着物の創作、販
売をしています。また、お家に眠っ
ている先代から譲り受けた大切な
衣裳は、時間が経つとシミや変色
が見られたり、寸法が合わなかった
りします。そういった衣裳の修繕や

仕立て直しをしてよみがえらせ次代
へ引き継ぐ、再生加工も得意として
います。日本の民族衣装である着
物を後世に正しく残していけるよう
取り組んでいます。
　どのような最先端な時代になっ
ても、モノを創り動かすのは「人」

です。「人とキモノに真摯に向き合
う」これが当店のプライドです。詳
しくは当店HPをご覧ください。な
お、古い着物買取りとレンタル事業
はしておりませんのでご了承くださ
い。ふと思い立ったお方、お気軽に
お問い合わせ下さい。

〒710−0034　倉敷市粒江633
ＴＥＬ　086-428-0500
営業時間／9：00〜18：00（時間外も予約で対応）
定 休 日／日曜日、祝日(定休日も予約で対応)
miwabi-kimono.com



　７月10日（日）にオープンしたトリミングサロンです。
　全国トリミング競技会で上位入賞歴のあるスタッ
フが、お客様のご要望に正確かつ柔軟に対応します。
　飼い主とワンちゃんに安心してもらおうと、受付
と施術スペースの広さが特徴です。トリミングの様
子は、店内大型窓より確認できます。
　トリミングのコースはシャンプーコースとシャン
プー＆カットコースがあり、爪切り、耳掃除、足回

りカット、肛門線絞りはどちらのコースにも含まれ
ております。
　シャンプーは皮膚トラブル解消に定評のあるもの
を使用。フケや痒みによるストレスを軽減します。
　ペットホテルの犬舎は通常の約1.5倍の広さを確
保。一時預かりのほか、２泊以上も可能です。
　無理のない施術を心掛け、その子のペースに合わ
せトリミングします。
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Vol.216ナイススマイル

Nice Smile

　創業４年目のバストアップ専門のエステサロンで
す。
　バストラインやボディラインを整えたい多くの女
性を支援しています。施術には専用光豊胸機を使用
し、「サイズやハリが向上した」という声を多数い
ただいています。
　初めての方には、カウンセリングを丁寧に行い、
一人ひとりに合った改善プランを提案しています。

悩みに応じ、バストケアや下着選びなどもアドバイ
スしています。
　オリジナルブランドの下着も販売中で、市販では
取り扱いの少ないアンダー60サイズのブラもご用意
しています。オンライン通販はお届け後、1回まで
サイズ交換が無料です。
　女性が自信を高め、前向きになれるよう日々努め
ています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

ソワンクール
〒７１０-０８１１
倉敷市川入７０８－４

TEL 070-3768-0936
営業時間　10：00〜20：00

定　休　日　水・祝・第1日・年末年始

自社HP http://soincoeur.com

dogsalon THE ROOM
〒７１2-８０１3
倉敷市亀島2-１４-5４

TEL 086-527-8375
営業時間　10：00〜20：00

定　休　日　火曜日

自社HP ht tps : //dogsa lon -
theroom.com/
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高梁川流域「倉敷三斎市」　出店者募集高梁川流域「倉敷三斎市」　出店者募集
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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】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

高梁川流域「倉敷三斎市」実行委員会は、より賑わいのある朝市を目指し、出店者を募集しています。詳細は、下記
をご参照ください。
当朝市は、高梁川流域の地産地消と「高梁川流域連携中枢都市圏構想」推進への貢献を目的に、毎月第３日曜日の午
前８時から午前11時まで倉敷駅前商店街等で開催しています。
今年度の開催は、コロナ禍での試験再開として位置付け、来場者には検温・手指消毒など感染防止対策を実施し、毎

月約40店が出店。高梁川流域の新鮮な野菜や果物、加工品や工芸品などを求めて多くの方が来場しています。

多くの来場者で賑わう７月の高梁川流域「倉敷三斎市」

 

倉敷市民会館駐車場

営業時間  7：00～22：00 

基本料金  30分 100円 

最大料金  830円(8：00～20：00) 

520円(20：00～8：00) 

車椅子専用 8台 
駐車場に関するお問い合わせはこちらまで 

 TEL 086‐697-6106(市営あちてらす倉敷駐車場) 

 

※市民会館利用目的以外でも駐車が可能です。 

※イベント開催等で一般利用ができない場合もございます。 

倉敷美観地区にお出かけの際は、近くて便利な

倉敷市民会館駐車場を、ぜひご利用ください。 
 

倉敷美観地区に近くて便利！

市市営営駐駐車車場場のの  

空空きき状状況況ははここちちららかからら  

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

お申し込み・　
お問い合わせ先

←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

出店面積：1.8ｍ×1.8ｍ／１区画　※最高２区画まで
出　店　料：3,500円／１区画
条　　件：出店品目の５割以上が高梁川流域のものである
　　　　　こと
申込方法：ホームページ掲載の出店申込書に必要事項を記
　　　　　入の上、必要書類を添付し提出してください
備　　考：新型コロナウイルス感染状況によっては、中止
　　　　　の可能性があります
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高梁川流域「倉敷三斎市」　出店者募集高梁川流域「倉敷三斎市」　出店者募集

Kurashiki 8 

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

高梁川流域「倉敷三斎市」実行委員会は、より賑わいのある朝市を目指し、出店者を募集しています。詳細は、下記
をご参照ください。
当朝市は、高梁川流域の地産地消と「高梁川流域連携中枢都市圏構想」推進への貢献を目的に、毎月第３日曜日の午
前８時から午前11時まで倉敷駅前商店街等で開催しています。
今年度の開催は、コロナ禍での試験再開として位置付け、来場者には検温・手指消毒など感染防止対策を実施し、毎

月約40店が出店。高梁川流域の新鮮な野菜や果物、加工品や工芸品などを求めて多くの方が来場しています。

多くの来場者で賑わう７月の高梁川流域「倉敷三斎市」

 

倉敷市民会館駐車場

営業時間  7：00～22：00 

基本料金  30分 100円 

最大料金  830円(8：00～20：00) 

520円(20：00～8：00) 

車椅子専用 8台 
駐車場に関するお問い合わせはこちらまで 

 TEL 086‐697-6106(市営あちてらす倉敷駐車場) 

 

※市民会館利用目的以外でも駐車が可能です。 

※イベント開催等で一般利用ができない場合もございます。 

倉敷美観地区にお出かけの際は、近くて便利な

倉敷市民会館駐車場を、ぜひご利用ください。 
 

倉敷美観地区に近くて便利！

市市営営駐駐車車場場のの  

空空きき状状況況ははここちちららかからら  

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

お申し込み・　
お問い合わせ先

←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

出店面積：1.8ｍ×1.8ｍ／１区画　※最高２区画まで
出　店　料：3,500円／１区画
条　　件：出店品目の５割以上が高梁川流域のものである
　　　　　こと
申込方法：ホームページ掲載の出店申込書に必要事項を記
　　　　　入の上、必要書類を添付し提出してください
備　　考：新型コロナウイルス感染状況によっては、中止
　　　　　の可能性があります

入会員新
事業所名 業　　　　種 所　在　地

サンヨーツール 工具販売、製造 西富井1110-2

モイスティーヌ倉敷
中央サロン 化粧品の販売 中央2-2-22

焼肉いでぼうず 飲食（焼肉） 連島町連島503-1

㈱くりーんぱーとなー アパート等の清掃、
内装業 西阿知町新田16-4

中華そば福助 飲食（中華そば） 水江1286-12

㈲ウイングス 測量、設計、開発許可 
申請 四十瀬3-35

㈱エイブルコンサルタント 建設コンサルタント
（建設許可の取得、測量他） 中畝3-3-10

倉敷オート商会 自動車販売、修理
全般 西阿知町西原860-11

松本設計一級建築士事務所 建設業（設計、施工） 西中新田222-36

㈱SUNNYDAY WORK Webマーケティング、
EC導入支援、講師業 大内1113-11

事業所名 業　　　　種 所　在　地

藤木　ミホ 講師業（華道、ラ
イブ配信関連等） 中畝4-14-15

天亀架設 足場工事 上東242-1
ラフィーネB棟

㈱オフィスダン イベント企 画・運 営、 
タレント派遣、会場設営 岡山市南区青江6-1-10

オーエム建業 建設業 中島1610-1

ライズ 代表 佐々木 裕介 足場工事 西阿知町西原734-14

㈱長谷川商事 セメント・骨材販売、
卸売、土木建築業 沖新町90-11

㈱尾島 総合建設業 水島南春日町11-28

特定非営利活動法人希望 社会福祉施設、更生
保護支援、就労支援 広江6-14-36

㈱西神建設工業 総合建設業 水島南春日町11-28

おかの歯科医院 歯科・小児歯科 羽島755-1

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）

 Kurashiki 9

9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 木

2 金 定時法律相談
副業のための「くらしきプレ起業塾」（３日目）

3 土

4 日
5 月 青年部第６回役員会
6 火

7 水 第38回正副会頭・専務理事会議
第599回常議員会

8 木 定時知的財産相談
ＩＮＰＩＴ岡山県知財総合支援窓口
インボイス制度個別相談会

9 金

10 土
11 日

12 月

13 火 人材育成セミナー＆個別相談
メンタルヘルス個別相談会（第１回）

14 水 第２回ＩＴツール活用セミナー
15 木 女性会第４回幹部会、第195回役員会
16 金 日本商工会議所創立100周年記念式典

17 土

18 日 高梁川流域「倉敷三斎市」
19 月

20 火 第６回藺製品・雑貨部会
第２回運輸交通部会

21 水 第２回商業部会
第２回観光部会
第10回医療・福祉部会

22 木 第２回理財部会
第２回工業部会
第２回建設部会

23 金 １号議員選挙立候補受け付け（〜10/3）
24 土

25 日

26 月 第３回インボイス制度対策セミナー
青年部第６回例会

27 火

28 水 定時法律相談
青年部第７回常任理事会

29 木

30 金 インボイス制度個別相談会

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。
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Kurashiki CCI Business Women's Club

　

Young Enterpreneurs Group

青年部

　倉敷YEGサッカー同好会、全国大会に出場

　７月１日（金）、奈良県で開催された全国YEGサッカー
大会に出場しました。全国大会は、Y1、Y2、Y3（※）
と出場チームの強さによって分類されており、倉敷YEG
はY2リーグに出場しました。（※）Y1は、実業団チーム
さながらのレベル。
　全国大会に向けて週２回ほどグラウンドを借り参戦し
ましたが、結果的には１勝１敗１分けに終わりました。

予選リーグ突破は叶いませんでしたが、炎天下の中、選
手たちは頑張りました！
　来年は、静岡の藤枝での開催。是非ともご注目ください！

　岡山県商工会議所青年部連合会　第11回会員大
会備前大会に参加
　７月２日（土）、備前市にて岡山県連第11回会員大会
が開催されました。コロナ禍で２年間現地での開催が出
来ませんでしたが、久しぶりに現地での開催。ビジネス、
グルメ、観光や青年部の仲間と交流するために、県内
各地商工会議所青年部の会員が集まり交流しました。
　懇親会会場では、各地青年部の出店ブースがあり、
個性豊かな商品が並び非常に賑わいました。少しずつ
ですが、現地にて対面で交流が出来てきたのは非常に
嬉しいです。

　岡山県商工会議所女性会連合会「令和４年度通常総
会」が６月24日（金）、岡山商工会議所で開催されました。
岡山県内12女性会より約60名が出席し、（一社）岡山県
商工会議所連合会松田久会長を来賓に迎え、役員改選
や令和４年度の事業計画等について協議しました。
　君が代・女性会の歌黙唱、総社女性会清水祐子会長
による活動指針の読み上げに続き、県女連高田会長は「男
女共同を実現するために、連合会一体となり、女性らし
いしなやかさで努力していきたい」と抱負を述べられ、

来賓代表の県連松田会長は
「ESGの考え方が当たり前
になり、環境意識が高まっ
ている。女性は生活に近い
ところで日々実践していた
だいており、我々もお手本
としたい」と挨拶され、議
事に入りました。
　議事では、令和３年度事
業報告並びに同収支決算に続き役員改選が行われ、当
会の竹内照会長が副会長、丸山洋子直前会長と今城は
るみ副会長が理事、木村かや子副会長が監事と、それ
ぞれ県女連の役職に就任しました。その後、令和４年度
事業計画並びに同収支予算（案）、令和４年度年間行事
予定表（案）、会員講演会の開催についてそれぞれ承認
され、最後に津山女性会山本京子会長が閉会の挨拶を
しました。
　議事終了後は、西日本旅客鉄道㈱岡山支社企画課ふ
るさとおこし本部の伊藤暁本部長より、記念講演「JR
岡山支社ふるさとおこしプロジェクトの取り組みについ
て」が行われ、JR西日本と各地域の連携事例等につい
て学びました。

会場前で集合写真

会員大会備前大会に参加したメンバー

記念講演に参加している様子

全国大会に参加したサッカー同好会

Kurashiki CCI Business Women's Club

県女連
「令和４年度通常総会」
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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

倉敷商工会議所　データインフォメーション

相 談 内 容 創 業 経営革新 経営一般 情 報 金 融 税 務 労 働 取 引 環　境 民　法 その他 小計

相談件数（巡回） 2 1 31 0 6 1 17 0 0 62 0 120
相談件数（窓口）
（通信・電話含む） 25 4 188 0 47 17 122 1 0 41 0 445

合 計 27 5 219 0 53 18 139 1 0 103 0 565

前年同期比（％） 128.6 55.6 30.2 0.0 155.9 163.6 113.0 20.0 0.0 51.2 0 50

年 度 累 計 96 10 2,238 4 197 73 776 12 0 831 0 4,237

商工相談件数（7月）
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原産地証明件数（7月）

貸会議室利用件数（７月）サイン証明件数

日本公庫基準金利（８月1日現在）マル経融資制度（7月）

品 目 一般機械 電気機器 輸送用�
機　器 精密機器 金属及び

金属製品 化学製品 紡績及び
繊維製品 食料品 雑　貨 その他 計

ア ジ ア 1 0 0 1 3 13 0 0 0 1 19

北・ 中 南 米 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

欧 州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5

年 度 累 計 1 0 0 0 11 80 0 1 0 28 121

第１会議室 第2・3会議室 第4・5会議室

25 19 18

７月分 年度累計

0 2

融資件数 融資金額（万円）

4 2,100

無担保型 新創業融資 担保提供型 マル経

2.01～2.80 2.31～3.10 1.06～2.45 1.21
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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10月１日施行（就業規則等を見直しましょう！）

産後パパ育休（出生時育児休業）の創設

育児休業制度の変更（改正後の内容）

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。）

対象期間/取得可能日数 子の出生後８週間以内に４週間まで取得可能

申 し 出 期 限
原則、休業の２週間前まで
雇用環境の整備などについて、法を上回る取組を労使協定で定めている場合
は、１か月前までとすることができる

分 割 取 得 ２回まで分割して取得可能（２回まとめて申し出する必要があります）

休 業 中 の 就 業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が個別に合意した範囲で休業
中に就業することができる（就業可能日数に上限があります）

１歳までの育児休業 ２回まで分割して取得可能（取得の際にそれぞれ申し出）

特に必要と認めら
れる場合の１歳
以降の育児休業

休業開始日の柔軟化
期間の途中で配偶者と交代して育児休業を開始できるようにする観点から、配
偶者の休業の終了予定日の翌日以前の日を、本人の育児休業開始予定日とす
ることができる
特別な事情がある場合に限り再取得可能

育休

育休

べ

Vol. 221

八
軒
川
通
り

トモエ食堂 水島
●

●

●

水島協同病院
古城池線

水島西栄町

水島
中央公園

セブンイレブン
水島警察署南店

栄

常盤

2090-9464-9015

　5月10日（火）にオープンした「楽しい」「美
味しい」「リーズナブル」がモットーの居酒屋で
す。お客様の食べたい料理にも、柔軟に対応い
たします。
　お勧めは、具だくさんホットサンドとセセリ
柚子胡椒炒めです。美味しさとボリュームの両
立で、食べて後悔なしの一押し品です。
　ほかに、程よい堅さと滑らかさの自家製豆腐
や、ピリ辛がやみつきになる自家製ダレも大変
好評をいただいています。
　お酒は豊富にご用意。飲みきりサイズ小瓶に
てご提供しています。全国から選りすぐった美
酒を是非お楽しみください。飲み放題付きコー
スは5,000円よりあります。
　貸し切りルームは、１日１組限定少人数様か
ら最大18名様まででご提供。周囲を気にせず安
心して楽しめます。エアコンも完備し、お座敷
もあります。前日までにご予約ください。
　感染予防対策に、マスクやアルコール消毒を
徹底しています。

食べて後悔なしの品々
80種類の料理をご用意

　ボリュームがある品も多く、味だけでなくビジュアル
でも楽しめます。1階にある半月状のカウンターは、複
数人の来店でも互いに顔を見ながら団らんできそうで
す。小瓶形式のお酒も、少量を複数種類でいきたい
方には特にお勧めです。　　　　　　　　　（大田）

〒712-8033
倉敷市水島東栄町9-6 藤沢ビル1階
営業時間/17：00～22：00
定 休 日/水曜
HP/ なし

具だくさんホットサンド（700円）具だくさんホットサンド（700円）

新制度

産休
出生 １歳 １歳半 ２歳出生後８週間

出生児　　＋さらに
退院時等　　もう一回

夫婦が育休を交代でき
る回数が増える

開始時点を柔軟化することで、
夫婦が育休を途中交代できる

保育所に入所できない等の場合

母

父
育休

育休 育休 育休

育休 育休 育休 育休

今回の改正で新たにできるようになること

※就業規則の変更については、育児・介護休業等に関する規則の規定例（厚生労働省）を参考にしてください。

セセリ柚子胡椒炒め（750円）セセリ柚子胡椒炒め（750円）

東貴央代表東貴央代表
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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

弁当の発注業務を
省力化へ

サロンで妊活と
料理を支援

厳しい環境下の飲食事業者を支援し
ようと、消費者と飲食事業者をつなぐ
フード・マーケットプレイス「FooDeri

（フーデリ）」を開始しました。
日時、個数、金額を決め、お弁当

やオードブルの発注先を募集。応募
の中から発注先を決めれば、当日指
定場所に商品が届きます。弊社が持
つ給食弁当・仕出し宅配弁当事業の
ノウハウと配送システムを活用するこ
とで、発注業務の省力化を実現しま
した。

希望に合
うものを自
分で探して
注文するこ
とも可能で
す。是非一
度お試しく
ださい。

ベテランネイリストが経営する美容
サロンです。女性の支援を行おうと新
たに２つのサービスを開始しました。

５月より「おうち妊活相談員」を始
めました。不妊に悩んだ自信の経験か
ら、妊活に向けた様々なレッスンを開
講し、妊娠力を高めるため必要な食事
などについて伝えています。

また、７月からは米粉や麹を中心と
した無添加食品をテーマとした料理教
室も開講。県内の食材を取り入れ、身
体の喜ぶご飯を一緒に作ります。

どうぞお気軽にお問い合わせくだ
さい。

焼肉店に複合型テラス併設

EVに倉敷法人スペシャル

倉敷の焼肉店 「香洛園」 の駐車
場裏に、ドッグランや野外カフェ、
BBQやグランピング体験ができる
レンタルスペースを備えた複合型テ
ラス「GRANDOG TERRACE」が
誕生しました。 

カ フ ェ「White Mulberry」 は、
デ コ ラ
ティブな
ソフトク
リームや
数量限定
の ラ ン
チ、香洛

園の料理などが味わえます。
併設のドッグランは倉敷最大級

の広さ。入場料はペット1頭につき 
880円で時間制限はありません。

天然芝の開放的な空間で、家族や
友人、愛犬と思い思いの時間を過ご
しませんか。ご来店お待ちしており
ます。

倉敷から広げたいカーボンニュー
トラル活動！三菱自動車も応援！

倉敷市内法人様向け「三菱ｅＫク
ロスＥＶ（G類別）倉敷法人スペシャ
ル」をご紹介。

航続距離はフル充電で180km。走

行コストはガソリン車の約1／3。走
行時のCO₂排出量ゼロでSDGsに貢
献。倉敷法人スペシャルは、フロア
マット付きで230万円。

更に国（55万円）と倉敷市の法人
向け補助金（20万円）のご利用で、
実質ご負担は155万円！今なら充電
設備機器設置支援として5.5万円分
をプレゼント！

住 倉敷市帯高259
電 086-429-1211
営 8:00～18:00

  https://www.fooderi.jp/

株式会社のぞみ

住 倉敷市黒石1146-5
電 086-426-1129
営 11：00～19：00（9月までサマータイム営業）

 https://www.instagram.com/grandog_terrace/

住 倉敷市中島2149
電 086-465-0321
営 10：00～18：00

 https://west-mitsubishi-motor-sales.com/

住 倉敷市大内1202-31
電 080-9795-4255
営 9:00～18:00

有限会社香洛園
（GRANDOG TERRACE）

西日本三菱自動車販売株式会社 小溝店

Beauty Salon Malissa

⃝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10月１日施行（就業規則等を見直しましょう！）

産後パパ育休（出生時育児休業）の創設

育児休業制度の変更（改正後の内容）

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。）

対象期間/取得可能日数 子の出生後８週間以内に４週間まで取得可能

申 し 出 期 限
原則、休業の２週間前まで
雇用環境の整備などについて、法を上回る取組を労使協定で定めている場合
は、１か月前までとすることができる

分 割 取 得 ２回まで分割して取得可能（２回まとめて申し出する必要があります）

休 業 中 の 就 業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が個別に合意した範囲で休業
中に就業することができる（就業可能日数に上限があります）

１歳までの育児休業 ２回まで分割して取得可能（取得の際にそれぞれ申し出）

特に必要と認めら
れる場合の１歳
以降の育児休業

休業開始日の柔軟化
期間の途中で配偶者と交代して育児休業を開始できるようにする観点から、配
偶者の休業の終了予定日の翌日以前の日を、本人の育児休業開始予定日とす
ることができる
特別な事情がある場合に限り再取得可能

育休

育休

べ

Vol. 221

八
軒
川
通
り

トモエ食堂 水島
●

●

●

水島協同病院
古城池線

水島西栄町

水島
中央公園

セブンイレブン
水島警察署南店

栄

常盤

2090-9464-9015

　5月10日（火）にオープンした「楽しい」「美
味しい」「リーズナブル」がモットーの居酒屋で
す。お客様の食べたい料理にも、柔軟に対応い
たします。
　お勧めは、具だくさんホットサンドとセセリ
柚子胡椒炒めです。美味しさとボリュームの両
立で、食べて後悔なしの一押し品です。
　ほかに、程よい堅さと滑らかさの自家製豆腐
や、ピリ辛がやみつきになる自家製ダレも大変
好評をいただいています。
　お酒は豊富にご用意。飲みきりサイズ小瓶に
てご提供しています。全国から選りすぐった美
酒を是非お楽しみください。飲み放題付きコー
スは5,000円よりあります。
　貸し切りルームは、１日１組限定少人数様か
ら最大18名様まででご提供。周囲を気にせず安
心して楽しめます。エアコンも完備し、お座敷
もあります。前日までにご予約ください。
　感染予防対策に、マスクやアルコール消毒を
徹底しています。

食べて後悔なしの品々
80種類の料理をご用意

　ボリュームがある品も多く、味だけでなくビジュアル
でも楽しめます。1階にある半月状のカウンターは、複
数人の来店でも互いに顔を見ながら団らんできそうで
す。小瓶形式のお酒も、少量を複数種類でいきたい
方には特にお勧めです。　　　　　　　　　（大田）

〒712-8033
倉敷市水島東栄町9-6 藤沢ビル1階
営業時間/17：00～22：00
定 休 日/水曜
HP/ なし

具だくさんホットサンド（700円）具だくさんホットサンド（700円）

新制度

産休
出生 １歳 １歳半 ２歳出生後８週間

出生児　　＋さらに
退院時等　　もう一回

夫婦が育休を交代でき
る回数が増える

開始時点を柔軟化することで、
夫婦が育休を途中交代できる

保育所に入所できない等の場合

母

父
育休

育休 育休 育休

育休 育休 育休 育休

今回の改正で新たにできるようになること

※就業規則の変更については、育児・介護休業等に関する規則の規定例（厚生労働省）を参考にしてください。

セセリ柚子胡椒炒め（750円）セセリ柚子胡椒炒め（750円）

東貴央代表東貴央代表
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倉敷税務署だより

倉敷労働基準監督署

～業務改善助成金のご案内～ 人材育成セミナー＆
個別相談会開催！

適格請求書等保存方式
（インボイス制度）について

　令和５年10月１日から消費税の仕入税額控除方式
としてインボイス制度が始まります。
　インボイスを交付することができる「適格請求書
発行事業者」の登録を令和５年10月1日から受けるた
めには、原則として令和５年３月31日までに登録申
請手続を行う必要があります。

　税務署では、事業者の方を対象としたインボイス
制度説明会（無料）を開催しています。
「制度について知りたい」という方は、説明会に是
非ご参加ください。
「開催日程」につきましては、国税庁ホームページ
でご確認ください。

【お問い合わせ先】
倉敷市保健所保健課精神保健係
TEL. 086–434–9823

快眠できていますか？
　暑い日が続いていますね。夏の夜は寝苦しく睡眠不足の
方も多いのではないでしょうか。睡眠不足が続くと、判断
力が落ちたり、生活習慣病やうつ病を引き起こすリスクも
上がったりします。今回は暑い夜を乗り切る快眠ポイント
を確認しましょう。
◦ 同じ時刻に起きて朝日を浴びる　
◦ 朝食を食べる　
◦ 昼寝は20分程度　作業効率UPにも！
◦ 寝る前にお酒は×　お酒は睡眠の質を下げる
◦ 携帯やテレビなど光刺激をへらす
◦ 快適な睡眠環境を整える
　夏なら25-28℃　　湿度50-60％を目安に
◦ お風呂は寝る1-2時間前に
　夏でも湯船につかると寝つきが良くなります♪
　2週間以上心身の不調が続く方は一人で抱え込まず、身
近な人や相談窓口にご相談ください。

倉敷市保健所保健課精神保健係
〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9823　FAX 434―9805

倉敷市保健所は、市民の
健康づくりを応援します。

インボイス制度説明会の開催日程

　業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向
上を支援し、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）
の引上げを図るための制度です。
　①生産性向上のための設備投資等（機械設備、コンサル
ティング導入や人材育成・教育訓練）を行い、②事業場内
最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資など
（①）にかかった費用の一部を助成します。
　事業主の皆様におかれましては、現在、政府一体となっ
て賃金引上げに向けた環境整備の取組が進められているこ
とや、社会的にも賃金引上げが求められていることをご理
解いただき、労使間の話し合いや各種助成金制度を活用す
る等により、賃金引上げについてご検討いただくようお願
いします。
　なお、各種助成金の申請先は以下のリンク先よりご確認
ください。

　倉敷商工会議所中小企業相談所は、９月13日

（火）午前10時から午後０時30分まで当所会議室で

「人材育成セミナー＆個別相談会―時代変化に求め

られる若手社員の育成とは―」を開催します。

　同セミナーは、昨今のＺ世代と言われる最近の若

者の傾向を理解し、育成における心構えや具体的な

育成方法など効果的なポイントについて解説します。

　講師は、㈱マイナビ教育研修事業部教育研修西日

本企画部樋口友美氏。対象は中小・小規模事業者の

管理職・人事労務担当者等で、定員は先着20名。参

加費無料。受講希望者は、９月５日（月）午後５時

までに当所ホームページから申し込んでください。

お問い合わせは、倉敷商工会議所中小企業相談所

（☎　086-476-1005）までお問い合せは、倉敷労働基準監督署
TEL. 086－422－8177まで

（各種助成金制度）

説明会開催日程へ 動画チャンネルヘ

（政府一体となった取組）
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倉敷税務署だより

倉敷労働基準監督署

～業務改善助成金のご案内～ 人材育成セミナー＆
個別相談会開催！

適格請求書等保存方式
（インボイス制度）について

　令和５年10月１日から消費税の仕入税額控除方式
としてインボイス制度が始まります。
　インボイスを交付することができる「適格請求書
発行事業者」の登録を令和５年10月1日から受けるた
めには、原則として令和５年３月31日までに登録申
請手続を行う必要があります。

　税務署では、事業者の方を対象としたインボイス
制度説明会（無料）を開催しています。
「制度について知りたい」という方は、説明会に是
非ご参加ください。
「開催日程」につきましては、国税庁ホームページ
でご確認ください。

【お問い合わせ先】
倉敷市保健所保健課精神保健係
TEL. 086–434–9823

快眠できていますか？
　暑い日が続いていますね。夏の夜は寝苦しく睡眠不足の
方も多いのではないでしょうか。睡眠不足が続くと、判断
力が落ちたり、生活習慣病やうつ病を引き起こすリスクも
上がったりします。今回は暑い夜を乗り切る快眠ポイント
を確認しましょう。
◦ 同じ時刻に起きて朝日を浴びる　
◦ 朝食を食べる　
◦ 昼寝は20分程度　作業効率UPにも！
◦ 寝る前にお酒は×　お酒は睡眠の質を下げる
◦ 携帯やテレビなど光刺激をへらす
◦ 快適な睡眠環境を整える
　夏なら25-28℃　　湿度50-60％を目安に
◦ お風呂は寝る1-2時間前に
　夏でも湯船につかると寝つきが良くなります♪
　2週間以上心身の不調が続く方は一人で抱え込まず、身
近な人や相談窓口にご相談ください。

倉敷市保健所保健課精神保健係
〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9823　FAX 434―9805

倉敷市保健所は、市民の
健康づくりを応援します。

インボイス制度説明会の開催日程

　業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向
上を支援し、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）
の引上げを図るための制度です。
　①生産性向上のための設備投資等（機械設備、コンサル
ティング導入や人材育成・教育訓練）を行い、②事業場内
最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資など
（①）にかかった費用の一部を助成します。
　事業主の皆様におかれましては、現在、政府一体となっ
て賃金引上げに向けた環境整備の取組が進められているこ
とや、社会的にも賃金引上げが求められていることをご理
解いただき、労使間の話し合いや各種助成金制度を活用す
る等により、賃金引上げについてご検討いただくようお願
いします。
　なお、各種助成金の申請先は以下のリンク先よりご確認
ください。

　倉敷商工会議所中小企業相談所は、９月13日

（火）午前10時から午後０時30分まで当所会議室で

「人材育成セミナー＆個別相談会―時代変化に求め

られる若手社員の育成とは―」を開催します。

　同セミナーは、昨今のＺ世代と言われる最近の若

者の傾向を理解し、育成における心構えや具体的な

育成方法など効果的なポイントについて解説します。

　講師は、㈱マイナビ教育研修事業部教育研修西日

本企画部樋口友美氏。対象は中小・小規模事業者の

管理職・人事労務担当者等で、定員は先着20名。参

加費無料。受講希望者は、９月５日（月）午後５時

までに当所ホームページから申し込んでください。

お問い合わせは、倉敷商工会議所中小企業相談所

（☎　086-476-1005）までお問い合せは、倉敷労働基準監督署
TEL. 086－422－8177まで

（各種助成金制度）

説明会開催日程へ 動画チャンネルヘ

（政府一体となった取組）

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７月調査結果）
業況DI は、改善もコスト増により力強さを欠く先行き
は、物価高に加えて感染再拡大の懸念強まる

※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

７月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８～10月
全産業

建 設

製 造

卸 売

小 売

サービス

▲24.1

▲18.2

▲9.7

▲28.3

▲37.6

▲28.9

▲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

▲17.8

▲28.7

▲17.9

▲18.1

▲25.2

▲4.1

▲23.0

▲28.4

▲19.4

▲26.6

▲31.7

▲14.3

2022年2021年

　人流の回復とともに、夏物商材が好調だった百貨店など
の小売業で業況が改善した。民間の設備投資が堅調に推移
した製造業や、小売業・製造業に牽引された卸売業で業況
が改善した。一方で、全国的な新規感染者数の増加を受け、
飲食・宿泊業で予約キャンセルが出始めたサービス業や、
建設資材の高騰や設備機器の納期遅れが続いている建設業
は業況が横ばいに留まった。世界的な物流の混乱や資源・
原材料価格の高騰、円安、深刻な人手不足に伴う人件費増
などのコスト増に歯止めがかからず、企業収益の足かせと
なっている。コスト上昇分の価格転嫁も十分に行えない中、
中小企業の業況は、改善傾向が続くも力強さを欠く。

　４月に行動制限が解除されて以降、業種を問わず回復基
調に入り、特にサービス業・小売業では、需要喚起策による
売上回復を期待する声がある一方で、物価上昇による消費
マインドの低下を危惧する事業者が増加した。また、今後も

資源・原材料価格の高騰や円安の急伸によるコスト増加が
見込まれる中、感染再拡大による行動制限などへの懸念が
強まり、中小企業の先行きは、厳しい見方。

 全産業合計の業況DIは、▲17.8（前月比+2.5ポイント）

 先行き見通しDIは、▲23.0（今月比▲5.2ポイント）

業務日誌（7月度）
1日 事業継続力強化計画策定セミナー（ハイブリッド）
2日 岡山県商工会議所青年部連合会第２回役員会・臨時総会、第11回会員大会備前大会
4日 会社説明会
5日 （一社）岡山県商工会議所連合会7月専務理事会
青年部第４回役員会

6日 女性会30周年記念事業第３回実行委員会
8日 2022年全国あんざんコンクール（〜7/15）
9日 第135回段位認定試験みとり暗算再試験
第40代倉敷小町一次審査

11日 「小さな親切」運動岡山県本部役員会・総会（オンライン）
13日 中国地方商工会議所女性会連合会令和４年度総会

第35回中国地方商工会議所女性会連合会東広島大会　
15日 日本商工会議所青年部第308回役員会等
16日 チームＫ６「緊急指令！くらしきＳＤＧｓぼうえい大作戦！」（〜8/28）
17日 高梁川流域「倉敷三斎市」
20日 倉敷珠算振興会第３回検定競技部会、第２回経営広報部会、合同部会

日本商工会議所創立100周年記念2022年度夏季政策懇談会（ハイブリッド）
第４回小規模事業者経営改善資金審査会
青年部第４回例会

21日 第１回インボイス制度対策セミナー
24日 第40代倉敷小町最終審査

青年部ルンルン家族親睦事業the笑顔

25日 岡山県立倉敷南高等学校事業所訪問
26日 就業規則・雇用契約書の対応実務セミナー
27日 日本政策金融公庫との事業承継に関する連携協定締結式

第37回正副会頭・専務理事会議
第598回常議員会（ハイブリッド）
第25回青年部・女性会会長との意見交換会

28日 山田方谷顕彰・啓発事業への寄付
女性会第３回幹部会、第194回役員会
会報８月号編集会議
青年部第５回常任理事会

29日 インボイス制度個別相談会
31日 職員採用１次試験

　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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　児島虎次郎は、大原孫三郎の支援の下、20世紀初頭に欧州へ渡り洋画
家としての研鑽を積みつつ、多くの人たちが日本で泰西名画を鑑賞できる
ようにと作品収集を行いました。彼らの収集品と児島の作品は、1930年
に誕生した大原美術館の母体となります。
　なお、児島の作品は海外でも見ることができます。たとえば、ベルギー
のゲント美術館。ゲント（ヘント）は児島が最も長く暮らした異国の街で
あり、そのようなご縁から、当館はゲント美術館へ本作と《自画像》を長
期貸与しています。ゲントの方々に「児島虎次郎」をより知ってもらうべ
く、自画像と彼が倉敷で制作した作品が選ばれたといいます。
　本作の舞台は、児島が暮らした倉敷市酒津。彼は、1916年3月、ヤギ
と満開の梅の花との組み合わせで制作を開始しました。彼の日記からは、
動き回るヤギや日に日に散っていく梅に焦りながらも、筆を運ぶことに喜
びを感じつつ制作している様子が伝わってきます。もし、機会がありまし
たら、是非、ゲント美術館を訪れてみてください。児島がこの倉敷で制作
した作品と出会えるかもしれません。

児島虎次郎（1881－1929）《春の光》1916年　117×89cm　油彩・画布

　インボイス制度対策セミナーを受講しました。税理士の先生が端的に丁寧に解説し
ており、制度の内容はもちろん、解説の様子も勉強になりました。今まで何となく消
費税を支払っていましたが、事業者の皆様からすると、新たな義務が課されたり、請
求書の様式を変更する必要があったりと、制度に対する負担は大きいだろうと感じま
した。今後、私も事業者の皆様に説明する機会が増えると思いますが、分かりやすい
説明に心がけていきたいと思います。　（末澤）

　あまりにも暑くて、睡蓮の鉢の中で
飼っているめだかたちが茹ってしまわ
ないか気になりつつも、暑さをものと
もせず元気に泳ぐ彼らの姿に癒されて
います。

知られざるOHARA Vol.23 

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。

地域活動参加で起爆剤に
新たに農業支援も

vol. 04

倉敷から全国へ

倉敷ablaze アブレイズ

　第４回目は、倉敷アブレイズの地域活動について、
をお届けしたいと思います。
　倉敷アブレイズは結成当初から地域を盛り上げる起
爆剤の様な、“倉敷にアブレイズあり”と言ってもらえ
るようなチームを目指すべく、色々な地域活動に参加
しております。Vリーグに参入し、その先で活躍する
ことはもちろんですが、それだけではありません。
　小学校への出張授業やバレーボール教室、商業施
設や朝市でのスポーツ体験ブースの出店、清掃・保全・
植栽活動が主な内容ですが、令和４年度からは新し

く農業支援活動も実施しております。農家の高齢化
や担い手不足を支援するために、桃の栽培や米づく
りを地域の方々と共に取り組んでいます。
　この様な地域活動を通じ、倉敷市をはじめとする、
より多くの方に倉敷の魅力を届けて参りたいと思い
ます。

農家の方から桃の袋掛けを教わりました（5月21日、倉敷市庄地区）

公益財団法人

大原美術館
主任学芸員
孝岡　睦子
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三菱自動車工業株式会社水島製作所
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