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　新倉敷商工会館の竣工記念式典が10月１日（土）、同会
館７階第４・第５会議室で行われ、約80人が出席してグラ
ンドオープンを祝いました。建物は今年１月から利用を開
始していましたが、外構工事が９月末までに完了し、当商
工会議所の設立記念日に合わせて開催しました。
　午前11時から始まった式典で井上峰一会頭は、建設に合
わせて組織の体質改善に努めてきたことを説明したうえで
「これからは外に対する攻めの姿勢を強化し、市場や地域
社会に対するアウトプットを充実させていきたい」と強調。
　具体的には、航空宇宙産業との取り組み、観光振興と中
心市街地活性化、高梁川流域の連携強化、デジタル化の推
進、郷土愛の醸成を挙げました。

記念VTR、来客祝辞、感謝状贈呈も
　竣工記念VTR上映に続き、衆議院議員の橋本岳氏、逢
沢一郎氏、柚木道義氏、参議院議員の石井正弘氏、谷合正
明氏、厚生労働大臣加藤勝信氏令夫人の加藤周子氏、倉
敷市長の伊東香織氏、㈱山陽新聞社代表取締役の松田正己
氏、日本商工会議所理事・企画調査部長の五十嵐克也氏が
祝辞を述べました。

　この後、㈱浦辺設計代表取締役の西村清是氏と、藤木・
ハラダ・中央特定建設工事共同企業体を代表して㈱藤木工
務店代表取締役の藤木玄三氏に井上会頭から感謝状と記
念品を贈呈。
　西村氏は
「今回、この
仕事を受ける
にあたって、
これは（創業
者の）浦辺
（鎮太郎）先
生ならどうす
るか、が原点
ではないかと感じた。大変貴重な経験をいただき、ありが
とうございました」、藤木氏は「藤木工務店は初代商工会
議所の工事を担当したが、今回また素晴らしいご縁を頂戴
し、たいへんうれしく思う」と謝辞を述べました。
　当初は式典に続き祝賀会が予定されていましたが、新型
コロナウイルスの感染状況を考慮して中止。藤木達夫副会
頭による閉会挨拶の後、出席者にお弁当と記念品を配布し
ました。
　新商工会館は、鉄骨造７階建て、延べ床面積3,234㎡。
14の省エネ技術が使われ、商工会議所としては全国で初め
て、環境省の「レジリエンス強化型ZEB実証事業」に採択、
倉敷市と災害協定を結び７階を災害時の一時避難所とし
て利用します。
　外観は「吉備の穴海」に浮かぶ「外輪のついた帆船」を
イメージしたデザインで、浸水を想定した設計になってい
ます。
　令和２年11月に地鎮祭を行い、無事故、無災害で予定通
りの工期で竣工しました。

新倉敷商工会館グランドオープン
設立記念日に竣工記念式典を開催

謝辞を述べる藤木氏（左から2人目）

政財界から約80人が出席して行われた記念式典（第４・第５会議室）
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井上会頭「活動に大きなプラス」
藤木副会頭「有効に活用したい」

「新商工会館で新旧調和を実現」
浦辺設計の西村代表が記念講演

記念碑除幕式、ＥＶ納車式、「感謝の夕べ」も

　倉敷商工会議所の役員、議員約60名を招いた「感謝
の夕べ」では、記念講演や記念演奏が行われました。
　井上峰一会頭は「たいへん居心地のいい空間になり、
皆さまに大いに利用していただければ幸い」と挨拶。
この後、建設の様子を記録した映像「まちづくりの拠
点　新たな船出」を上映しました。
　謝辞で、新倉敷商工会館建設審議会会長を務めた藤
木達夫副会頭は「様々な方面から意見をいただき、機
能的にもデザインにも優れた会館にすることが出来
た」と強調。
　建設協力金募金活動のリーダーを務めた伊澤正信副
会頭は「厳しい情勢にも関わらず、400を超える事業
所から多くの寄付を寄せていただいた」と感謝の言葉
を述べました。
　記念講演で、㈱浦辺設計代表取締役の西村清是氏は、
設計にあたり井上会頭から「新しさ」と「倉敷らしさ」
を求められたことを紹介し、「これは創業者浦辺鎮太

郎が大切にしていた思想のうちの新旧調和、正にその
ことではないかと感じた」と心情を吐露。
　さらに「浦辺の手掛けた２代目会館の建て替えにあ
たって、会頭はその理念を具現化してほしいとおっ
しゃったと理解した。設計者として、背筋が伸びるよ
うな言葉だった」と述べました。
　この後、日本商工会議所100周年記念VTR「地域と
ともに、未来を創る」上映、岡山フィルハーモニック
管弦楽団メンバーによる弦楽四重奏の記念演奏があり
ました。

　記念碑除幕式は、同会館１階記念碑前で行われ、高
額寄付者の約50人が出席して行われました。
　冒頭、井上峰一会頭は、建設協力金が目標以上に集ま
り、借入金が大幅に減額されたことについて、「このこと
は今後の商工会議所活動の大きなプラスになる」と謝辞。
　この後、井上会頭と岡荘一郎相談役、藤木達夫副会
頭、伊澤正信副会頭、鴨井尚志副会頭、菅慎副会頭が
ひもを引くと、記念碑が姿を現しました。
　記念碑には建設協力金100万円以上の寄付事業所60
社の社名と金額が刻まれ、上には藤棚が設けられ、横
には大原孫三郎初代会頭の銅像が並んでいます。

　引き続き、駐車場で電気自動車「ｅｋクロスＥＶ」
２台の納車式が行われ、藤木副会頭は「電気自動車は
会員事業所への訪問で活用するだけでなく、電力需給
問題に貢献する蓄電池、停電や災害時の非常用電源な
ど防災機能を有している。有効に活用していきたい」
と挨拶。
　三菱自動車工業㈱水島製作所長の浜崎憲氏が謝辞を
述べ、㈱丸文代表取締役社長の横田直樹氏から電気自
動車の鍵が渡され、井上会頭による充電器のテスト使
用や、駐車場内のテスト走行が行われました。
　ｅｋクロスＥＶは、三菱自動車工業㈱水島製作所で
生産する新型電気自動車。全長3,395mm、全幅1,475mm、
全高1,655mm。フル充電からの航続距離は180kmを確保
しています。

設計の意図やデザインを説明する西村氏

藤棚の下に姿を現した記念碑

記念のカギを受け取る井上会頭（右）

　新倉敷商工会館竣工記念式典が行われた10月１日（土）、午前９時半から記念碑除幕式と電気自動車
（ＥＶ）納車式、午後５時から「感謝の夕べ」が行われ、同日中に延べ約200名が参加しました。



～岡山フィルメンバーが出演～
華添えた弦楽四重奏の調べ

２号議員決まる
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　任期満了に伴う２号議員の選任は、９月20日（火）から22
日（木）にかけ各部会が開催されました。各部会に割り当て
られた定数（工業１減、観光１増）をもとに35事業所を決定。
9月30日（金）開催の選挙管理委員会で認証されました。
　なお、氏名は議員職務執行者です。（敬称略）

２号議員
商業部会
株式会社天満屋倉敷店 店長 城本　吉徳
倉敷商店街振興連盟 会長 野嶋　雅弘
株式会社仁科百貨店 代表取締役社長 仁科　正己
水島商店街振興連盟 会長 藤原　義昭
倉敷木材株式会社 代表取締役会長 大久保憲作
株式会社金剛測機 取締役会長 堀　　裕文
株式会社誠屋 代表取締役会長 櫛田　修平
サキヤクリエイト株式会社 代表取締役 佐々木正明
株式会社チロロネット 代表取締役 安藤　究真
藤徳物産株式会社 代表取締役 守分　孝治
工業部会
株式会社田中商会 代表取締役 室山　敏彦
中国電力ネットワーク株式会社
倉敷ネットワークセンター

所長 瀬尾　彰宏

カモ井食品工業株式会社 代表取締役社長 鴨井　恒夫
瀬戸内エンジニアリング株式会社 取締役会長 桐野　宏司
関西プラスチック工業株式会社 代表取締役社長 藤南　和将

建設部会
株式会社大森工務店 代表取締役 大森　一正
中央建設株式会社 代表取締役 岡本靖磨呂
株式会社ハラダ 代表取締役 原田　一行
株式会社藤木工務店倉敷支店 特別顧問 藤木　敏嗣
川上建設株式会社 代表取締役 川上　教雄
株式会社和田組 代表取締役 和田　一朗
株式会社山辺組 代表取締役会長 岡川　昌隆
株式会社榊原建設 取締役社長 守屋　良紀
藺製品・雑貨部会
株式会社トクラ 代表取締役 土倉　修治
理財部会
水島信用金庫 理事長 杉原　正一
奨農土地株式会社 代表取締役 原　　浩之
株式会社トマト銀行
倉敷営業部

執行役員
倉敷営業部長 宮本　裕司

秋田税理士法人 代表社員 秋田　修一
運輸交通部会
中谷興運株式会社 代表取締役社長 中谷　庄吾
室山運輸株式会社 代表取締役 室山　英良
ＨＩＮＯＤＥ＆ＳＯＮＳ株式会社 代表取締役 佐藤　慎司
観光部会
株式会社倉敷国際ホテル 代表取締役 山口　勝正
株式会社橘香堂 代表取締役 吉本　豪之
株式会社やまと 代表取締役会長 髙橋　啓一
医療・福祉部会
医療法人天和会松田病院 理事長・院長 松田　忠和
○は新 （令和４年9月30日現在）

倉敷商工会議所　

　岡山フィルハーモニック管弦楽団（岡フィル）メン
バーによる弦楽四重奏が10月１日（土）、竣工記念式
典と「感謝の夕べ」で行われ、美しいアンサンブルで
竣工に華を添えました。
　ファーストバイオリンは上月恵さん、セカンドバイ
オリンは服部春香さん、ヴィオラは大道真弓さん、チェ
ロは山本玲子さん。
　竣工記念式典では、開会前にモーツァルト「アイネ
クライネ　ナハトムジーク」第１楽章、ヴィヴァルディ

「四季」より「秋」を演奏。感謝状贈呈は、エルガー「威
風堂々」の演奏をバックに行われました。
　「感謝の夕べ」では、レスピーギ「イタリアーナ」
やドボルザーク「ユモレスク」などで歓迎演奏。
　竣工記念演奏では、チャイコフスキー「アンダンテ・
カンタービレ」、コズマ「枯葉」、「日本の秋メドレー」

（赤とんぼ、虫の声、もみじ、ちいさい秋みつけた）、E・

コール「鎌倉殿の13人」オープニングテーマなどを奏
で、アンコールのプレスリー「好きにならずにはいら
れない」で会場は大きな拍手に包まれました。
　岡フィルは、平成４年に設立された県内唯一のプロ
オーケストラ。各地で数多くの演奏活動を展開してお
り、フルオーケストラや弦楽四重奏などの依頼公演も
受けています。

演奏する上月さん、服部さん、大道さん、山本さん（左から）

○

○



【利用事例】　卸売業　男性
運転資金　300万円（コロナ対策マル経融資）
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マル経金利の推移（単位：％）
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〜 5団協が4回目のセミナー 〜

マル経融資制度
金利引き下げで追い風

ネットショップ開設を実演

　倉敷商工会議所は本年度、９月末までに16事業所に
対しマル経融資を推薦、コロナ関連融資の一巡により
落ち込んでいた前年度の８事業所から倍増しました。
　内訳は運転資金15件、設備資金４件で、資金使途は
仕入資金をはじめ、人件費、広告宣伝費、マル経融資
決済、店舗改装費などです。
　マル経融資は、無担保・無保証人の融資制度。年利
は1.13％（10月１日現在）、前々月の1.21％より引き下
げられました。融資限度額は2,000万円です。
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、要件を満
たす事業所には、別枠1,000万円以内で当初３年間、金利
がさらに0.9%下げられます（令和５年３月末まで）。
　利用するには、商工会議所による６カ月以上の指導
実績などが必要となります。申し込みを受け、審査会
が開催され、日本政策金融公庫倉敷支店が融資の可否
を決定します。

　問い合わせは、当所中小企業相談所（☎086-476-
1005）へ。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、主要仕入
先である中国がロックダウンされたことで供給量が大
幅に低下。仕入れおよび販売が十分に出来ず、売り上
げは減少傾向に。幸い受注はあるものの、資金調達で
日々不安を感じていました。
　倉敷商工会議所の大田経営指導員に相談したところ、

「コロナ対策マル経融資」を知り、運転資金として300
万円を無担保・無保証で借りることができたので資金
繰りが改善しました。

　倉敷商工会議所と倉敷市、つくぼ商工会主催の「販
路開拓のためのITツール活用セミナー」が、９月14
日（水）、倉敷商工会館で開催されました。
　５商工団体コロナ対策協議会（５団協）が実施し
ているセミナーで４回目。今回は21名が参加し、講
師を務めた㈱Orb代表取締役の河合七美氏は「最近
のネットショップは開設や販売が簡単で、費用や手
間がかからなくなっている」と述べ、開設や販売を
実演。広大なインターネットで自分のネットショッ
プを見つけてもらうための手法や、顧客へのアプ
ローチについても解説しました。
　自社の評判を左右する利用者の総評やコメントに
ついては「商品に対する書き込みはインターネット
全体に見えてしまう。特に、ネガティブな書き込み
には見える形で回答し、対応の様子を示すことが重
要」と強調しました。

　次回の倉敷商工会館での開催は11月17日（木）で、
河合氏が「デジタルで効率化しよう！」について話
します。
　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。　　　　

21名が参加して行われたセミナー（第４・第５会議室）



初のQ&A形式で開催
第３回インボイス制度対策セミナー

　倉敷商工会議所会員事業所健康診断が、10月５日・６日・７日に倉敷会場（倉敷成人病センター
担当）、10月７日に水島会場（水島第一病院担当）で行われました。新倉敷商工会館グランドオー
プン後、健診会場としては初めての利用となりました。
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　倉敷商工会議所中小企業相談所は９月26日（月）、
第３回インボイス制度対策セミナーを倉敷国際ホテル
桜花の間で開催しました。
　セミナーには39事業所43名が参加。内海隆行税理士

（税理士法人おかやま創研倉敷中央オフィス）と藤原
由卓税理士（税理士法人リアライズ）のQ&A方式によ

る解説で、インボイス制度の概要や注意点、制度を導
入する手順について分かりやすく説明。セミナー後の
アンケートでは９割以上の方から「理解できた」と回
答がありました。
　インボイス制度は消費税の仕入税額控除の方式とし
て令和５年10月１日から開始されます。制度開始後は、
インボイス（適格請求書）を用いて仕入税額控除の申
請を行うことになりますが、インボイスを発行できる
のは、「適格請求書発行事業者」に限られます。この「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31日までに登録申請が必要となります。
　当所はセミナーの他に、税理士による個別相談会の
実施や、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」を配布しています。
　問い合わせは、倉敷商工会議所中小企業相談所

（☎086-476-1005）まで。

　この健康診断は、昭和55年から毎年実施しており、
今年で42回を迎えます。
　倉敷会場、水島会場を合わせて67事業所231名が受
診し、毎年多くの方々にご利用いただいています。
　倉敷会場では、新商工会館１階に受付を設置し、
７階会議室で採血、心電図、視力、聴力、内診など
を実施。駐車場の検診車で、レントゲン撮影を行い
ました。
　申し込みは、胃ペプシノゲン検診の有無によって
２コースあり、それぞれ会員事業所料金（9,500円、
12,500円）と生命共済加入者料金（7,000円、9,000円）
に分かれています。またオプション検査（別途料金）
もあり、短時間での受診が好評です。
　この健康診断は、会員事業所の健康管理や福祉向

上に役立てていただこうと、基本的に年１回、自身
の健康状態を確認し、生活習慣病や表面化していな
い病気を発見するために行っています。

短時間で充実した受診が可能（第４・第５会議室）

２人の税理士が質問者と回答者に分かれて解説
（倉敷国際ホテル桜花の間）

会員事業所健康診断　新会館で初めての実施
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はじめまして vol.
❷●●００

目的に合わせてバドミントン教え36年に
　バドミントンは誰でも楽しめるス
ポーツの１つです。
　初めてラケットを握るお子様や初
心者から、上は70代までの人が在籍し
ている親子2代36年目のクラブです。
　幼稚園から一般クラスまで数多
くの方に在籍いただき、試合に勝

つ、ステップアップしたい、健康維持
の為などそれぞれの目的に沿った
レッスンをしております。
　日本バドミントン協会公認コー
チ、日本ジュニアナショナルU-13
コーチを筆頭にたくさんの経歴を持
つコーチ陣と楽しくバドミントンが

できるように取り組んでおります。
　またバドミントンライフをサポー
トするお店もしており、わからないこ
となどバドミントンのことならどん
なことでもご相談ください。
　バドミントンの素晴らしさ、楽し
さを是非体験してください。

人材採用支援からアートを活用
した人材育成のセミナーや研修を
提供しています。

30年の経験を活かし、採用に
困っている企業の皆さんと一緒に、
コンセプトを考えることから始め、
求人票のライティングや採用面接

などの支援を行っています。
社員育成では、人生100年時代

のキャリア支援だけではなく、うつ
や心の病気にならないようにアート
セラピーやアート思考を活用した全
員参加型のワークショップ研修を
行っています。

アート思考×アートセラピー×ポジ
ティブ心理学の掛け算ワークショップ
で全員参加型の研修です。

健康経営を目指す企業や社員の
心の健康と取り組む企業の皆様の
お役に立てることを願っています。
ぜひお気軽にお声がけください。 

●

●

●

●倉敷市立
東中学校

429

浜の茶屋北交差点

セブンイレブン
倉敷インター店

ドコモショップ
倉敷インター店

ファミリーマート
倉敷浜ノ茶屋店

429

MORE+

〒710-0003　倉敷市平田95-26
ＴＥＬ 050-3577-1754
営業時間／10：00〜18：00
定　休　日／土、日曜日、祝日
https://moreplus-with.com/

代 表 阪本 眞基子

MORE＋（もあぷらす）

大高
交差点

2

大高西
交差点

●

●

大高郵便局

スーパードラッグ
ひまわり大高

274
永井バドミントンクラブ

代 表 永井 大吉

永井バドミントンクラブ

アートも活用した全員参加型の人材育成

〒710-0847　倉敷市東富井723-1　ニッポー倉敷ビル101
ＴＥＬ 086-427-5111
営業時間／平日 12：00〜19：00
     土、 日曜日　11：00〜19：00
定　休　日／月曜日
http://www.nagaibc.jp/



　創業25年目の、「赤毛のアン」の世界観を楽しめる
お店です。
　アンの前向きさや世界観、作者であるL・M・モ
ンゴメリの人生観に魅入られ、開業いたしました。
　その世界観を味わえる多くのグッズを取り揃え
ています。小物類や服は勿論、バラ等のソープも
扱っており、暮らしの中で楽しむことができます。
ハンドメイドのオリジナルアクセサリーもお勧め

です。
　「赤毛のアン」の書籍やコレクション（非売品）、
アンの家のドールズハウスを展示しています。コ
ロナが落ち着けば、ファンの集いも再開予定です。
SNSやブログにて日々発信しています。
　赤毛のアンが大好き！そんな気持ちをたくさん
詰め込んだお店です。ぜひお立ち寄りください。
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Nice Smile

　ウサギと牧草の専門店BUNNY GARDENです。
　アメリカンラビットのブリーダーを経て、ペッ
トフード事業へつながり、ウサギや小動物の主食
である乾燥牧草、オリジナルラビットフード、
サプリメントの製造販売を行い、20周年を迎え
ました。
　乾燥牧草はウサギなどの草食動物用に、産地や
柔らかさにこだわった人気の13種類を販売。お腹

の中からの健康を考えた「安全、安心な」オリジ
ナルフードや、乳酸菌などの５種類の善玉菌を含
んだ、腸内環境改善補助食品の提供を行い、多く
の飼い主様より好評をいただいています。
　商品はオンラインにてお買い求めいただけます。
９月よりインスタグラムも始めましたので、ぜひ
よろしくお願いいたします。

株式会社
BUNNY GARDEN
〒710-0802
倉敷市水江1586-191

TEL 086-465-2316
営業時間　9：00～17：00

定　休　日　不定休

メ　ー　ル

自社HP

bunny@c.do-up.com

h t t p s : / / w w w .
bunnygarden-shop.
com/

M＆M
〒710-0806
倉敷市西阿知町西原836-5

TEL 086-465-9564
営業時間　10：00～17：00

定　休　日　木曜日

メ　ー　ル

自社HP

mth0167@gmail.com

ht tps://ameblo.jp/
anne-gil/
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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

 

倉敷市倉敷物語館では、倉敷の魅力をさらに深めたいという思

いで、これまでの倉敷屏風祭りや秋祭り実施時の 放映や

写真の展示、秋祭りの風景の和紙人形を倉敷屏風祭りや秋祭

りの開催に合わせて展示します。

ぜひ、ご来場ください！

日時：２０２２年 月 日（土）～

１１月１３日（日）

～ １７：００

会場：倉敷市倉敷物語館 母屋 展示室内

料金：無料

お問い合わせ：０８６ ４３５ １２７７ 倉敷市倉敷物語館

倉敷屏風まつり・秋祭り応援展示開催！

 

←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

今年の写真公募企画展「倉敷フォトミュラル」は、10月25日（火）から11月13日（日）まで、倉敷駅前商店街と天満
屋倉敷店で開催されます。18回目となる本展は、「ときめき」と「ねこ」をテーマに２部門で公募。「ときめき展」は倉
敷駅前商店街、「ねこらいふ展」は倉敷駅前商店街と天満屋倉敷店の２カ所で
展示します。
「ときめき」部門は173名から662点、「ねこ」部門は211名から812点の応募
があり、２部門を合わせ384名から1,474点となり、ともに過去最多を記録（前
年比約35％増）。応募者の最年少は12歳、最高齢は89歳と、幅広い年代の方か
ら多彩な作品が集まりました。
応募作品から65点を選出し、55点を大型布にプリントして倉敷駅前商店街

アーケードに展示するほか、10点を天満屋倉敷店にて展示を行います。

倉敷フォトミュラル　応募は過去最多の1,474点 
「ときめき」と「ねこ」の２部門

会　期／令和４年１0月２5日(火)～１１月１3日(日)
会　場／倉敷駅前商店街

会　期／令和４年１0月２7日(木)～１１月１１日(金)
会　場／天満屋倉敷店�２階

「ときめき展・ねこらいふ展in倉敷駅前アーケード」

「ねこらいふ展in天満屋倉敷店」

公式ウェブサイト

倉敷屏風祭・秋祭り応援展示開催！

倉敷市倉敷物語館では、倉敷の魅力をさらに深めたいという思い
で、これまでの倉敷屏風祭・秋祭り実施時のVTR放映や写真の
展示、阿智神社秋季例大祭御神幸行列の和紙人形を倉敷屏風祭・
秋祭りの開催に合わせて展示します。
ぜひ、ご来場ください！
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で、これまでの倉敷屏風祭・秋祭り実施時のVTR放映や写真の
展示、阿智神社秋季例大祭御神幸行列の和紙人形を倉敷屏風祭・
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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）

オンラインで表彰状授与　日商事業活動表彰初の受賞
　日本商工会議所第135回通常会員総会が９月15日（木）、
帝国ホテルで開催され、当商工会議所など11件、14商工
会議所に事業活動表彰が贈られました。当所の事業活動
表彰受賞は初めてです。
　表彰式はハイブリッド方式で行われ、リアル出席者に
続き、当所などオンライン参加した４商工会議所に授与。
壇上に置かれた表彰状がカメラに映し出され＝写真＝、
三村明夫会頭が全文を読み上げた後、謝辞を述べた当所
の坂本万明専務理事の声が会場に流れました。
　日本商工会議所は７月21日（木）、全国で11件の事業
活動表彰を決定。９月末に竣工した新商工会館が商工会
議所として全国初となる「レジリエンス強化型ＺＥＢ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
組みが受
賞理由と
なりまし
た。
　日商は
「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」としています。
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11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 火

2 水 事業継続力強化計画策定セミナー
3 木 文化の日

女性会創立30周年記念式典・祝賀会
倉敷フォトミュラル作品講評会

4 金

 5 土 くらしき起業塾2022（１日目）（オンライン）
6 日

7 月 インボイス制度個別相談会
8 火 倉敷お宝発見マルシェ2022秋inあちてらす倉敷（〜10日）
9 水

10 木 定時知的財産相談
11 金 BATIC（国際会計検定）、eco検定（環境社会検定）

試験期間（〜11/28）、定時法律相談
12 土 くらしき起業塾2022（２日目）（オンライン）
13 日
14 月

15 火 令和４年度倉敷法人学校（１日目）
16 水 令和４年度倉敷法人学校（２日目）

17 木

18 金

19 土 第４回インボイス制度対策オンラインセミナー
くらしき起業塾2022（３日目）（オンライン）

20 日 高梁川流域「倉敷三斎市」
第162回簿記検定試験

21 月

22 火 第48回共済制度推進功労者表彰
第70回優良商工従業員表彰式
第１回正副会頭・専務理事会議
第601回常議員会

23 水

24 木

25 金 インボイス制度個別相談会
26 土 くらしき起業塾2022（４日目）（オンライン）
27 日

28 月 資金調達力アップセミナー
29 火

30 水 定時法律相談

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

ＯＢOG交流会を３年振りに開催

　８月23日（火）、倉敷アイビースクエアにて、ＯＢＯ
Ｇ交流会を開催しました。コロナ禍で３年振りの開催と
なり、久しぶりに現役メンバーとＯＢＯＧ会員が交流す
ることができました。 
　まだコロナの影響もあり、席の移動は禁止、乾杯など
もその場のみとするなど、制限された状況の中での交流
となりました。さらにＯＢＯＧも18名と、例年のことを
考えると少人数となりました。 

　最後は、現役メンバーとＯＢＯＧメンバー一同揃って
記念写真を撮影しました。コロナ禍を脱し、心おきなく
交流できる日が来れば良いですね。

倉敷ＹＥＧ野球同好会が発足
　倉敷ＹＥＧ野球同好会がスタートしました。倉敷ＹＥ
Ｇのメンバー内で、野球の好きなメンバーが集まって、
同好会を発足。定期的に活動していくこととなりました。
　当同好会は、経験の有無を問わず、誰でも楽しく参
加できるように運営していくことを目指します。グラウ
ンドで共に汗を流すことで心身の充実を図り、今後のＹ
ＥＧ活動への取り組みに繋げることが目的です。当同好
会では、月２回ほどのペースで練習をし、年２、３回他
団体との交流戦が出来ればと考えています。
　これからの活躍にご注目ください。

　９月25日（日）、万全の感染症対策のもと、天満屋倉
敷店４階の特設会場で「天満屋ふれ愛バザール」を開
催し、天満屋厳選の売れ筋商品やお取り寄せ品（お菓子
等）を販売しました。
　昨年に引き続き、会員の遊休品販売とお茶の接待は中
止しました。その代わり、天満屋倉敷店様ご協力のもと、
売れ筋の各種商品を販売していただき、当会も受付や呼
び込みなどで協力しました。
　当日は感染症の影響が色濃く残っており、溢れんばか

りの人波とはいきませんでしたが、会員と地元の方を中
心にたくさんの方にご来場いただきました。
　
　【第26回小学生「環境・ゴミ・省エネルギー問題」
絵画コンクール】
　バザーの開催に合わせて、第26回小学生「環境・ゴミ・
省エネルギー問題」絵画コンクール優秀作品展を同時開
催しました。
　倉敷市内29の小学校に夏休みの課題として募集し、
今年は362点の応募がありました。その中から倉敷市長
賞をはじめ優秀作品31点を、９月25日（日）から10月２
日（日）まで８日間展示しました。
　感染症拡大防止に鑑み表彰式は執り行いませんでし
たが、多くの児童に環境問題について考えてもらい、ま
た沢山の方にご覧いただくことができ、有意義な作品展
となりました。

絵画コンクール優秀作品一覧

発足した野球同好会、初回の練習後

当日参加の有志一同

“ Yポーズ ” で記念撮影する参加者

Kurashiki CCI Business Women's Club

天満屋
ふれ愛バザール
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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 その他 民　法 小計

相談件数（巡回） 0 0 ２7 0 １１ 0 3 0 0 3２ 0 73
相談件数（窓口）
（通信・電話含む） 30 0 306 １ 47 １0 １58 １ 0 5１ 0 604

合 計 30 0 333 １ 58 １0 １6１ １ 0 83 0 677

前年同期比（％） １36.4 0.0 66.２ 0.0 １56.8 １00.0 88.0 50.0 0.0 １２3.9 0.0 8１.２

年 度 累 計 １4２ １0 ２,7２8 5 307 96 １,１１２ １3 0 １,１53 0 5,566

商工相談件数（9月）

原産地証明件数（9月）

貸会議室利用件数（9月）サイン証明件数

日本公庫国民生活事業基準金利（10月3日現在、年利％）マル経融資制度（9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 0 0 0 0 １ １２ 0 0 0 0 １9

北・ 中 南 米 0 0 0 0 0 １4 0 0 0 0 １

欧 州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ２ 5

年 度 累 計 １ 0 0 １ １4 １30 0 １ １ 36 １２１

第１会議室 第2・3会議室 第4・5会議室

２7 １3 １6

９月分 年度累計

0 ２

融資件数 融資金額（万円）

5 3,860

無担保型 新創業融資 担保提供型 マル経

１.98～２.95 ２.２8～3.２5 １.03～２.60 １.１3
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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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１）目安をもとに判断する。
 　　ハラスメントの行為者に対する処分の決

め方はとても難しいものです。専門家の間
でも判断は分かれます。殴る、蹴るなど悪
質でわかりやすい案件では判断は比較的一
致しますが、悪質ではない案件の場合はけ
ん責か厳重注意かで判断が分かれるケース
もあります。

　　 就業規則に明示がない処分はできません
が、目安となるのは人事院の懲戒処分の指
針（標準例）が参考になります。例えば、
パワハラを行ったことにより相手に著しい
精神的・身体的な苦痛を与えた場合は、停
職、減給・戒告、他の職員に対する暴言に
より 職場の秩序を乱した場合は減給・戒告
が標準例となっています。

　　ただし、具体的な行為の態様、悪質性等
も情状として考慮の上判断するものとされ
ており、また、職責が特に高い者や、過去
に類似案件で懲戒処分を受けた者は、標準
例より重い処分になるとされています。人
事院の標準例を参考にして、それに近い範
囲内に収めるのが良いと思われます。

２）しばらく様子を見る方法も
　　現実の問題として、行為者と被害者の言

い分が異なるなど、明確な判断がしにくい
ケースもあるはずです。緊急性、危険性が
高くないケースであれば、懲戒処分を留保
し、行為者とされた人に今後の言動に注意
するよう促し、様子を見る方法も考えられ
ます。

　　被害を訴え出た人には定期的に連絡を入
れて、その後の状況を確認します。また、
行為者とされた人の上位者には、行為者と
された人を継続してモニターしてもらいま
す。

　　問題行為が起こらなければ状況は改善し
たとみていいですが、問題行動があったこ
とが確認された場合は、行為者とされた人
は今後の言動に注意するよう促されたにも
かかわらず、それをしなかったと捉えるこ
とができますから、ある程度重い処分を含
めて厳正な処分を検討してもよいのではな
いでしょうか。

ハラスメント行為者の処分の判断

べ

Vol. 223

2448-7802

　親子２代に渡る、創業44年の中華料理店です。
「リーズナブルで美味しいものをたくさんに」を
信条にしています。
　麺にこだわり、自家製麺のラーメンを約12種
類提供しています。看板メニューの醤油ラーメ
ンは、砂糖、塩、香辛料を使った昔ながらの製
法で調理しています。
　味噌ラーメンは、全国から取り寄せた味噌を
ブレンドし、風味豊かに仕上げています。10月
からは笠岡ラーメン（700円）もスタートします。
　自慢の餃子は店舗で皮からの手作り。皮の厚
み・触感・湿度や気温に合わせて微妙な配分を
変え、丁寧に作っています。冷凍販売、ネット
販売も開始しました。
　一品物も豊富で、適度な辛みがやみつきの麻
婆豆腐は、ラーメンにも良く合います。
　アルコール消毒などコロナ対策も講じていま
す。Twitterで情報も発信しています。
　日々美味しさを追求しています。水島にお越
しの際は、ぜひお立ち寄りください。

自家製麺で12種類提供
昔ながらの製法で調理

　美味しい中華料理をモリモリ、リーズナブルにいた
だけるお店です。麺料理のレパートリーも多く、サラリー
マンだけでなく、家族連れでも安心して来店できます。
特に餃子は、ニンニクのパンチも良く絶品です。

　　　　　　　　　（大田）

〒712-8061
倉敷市神田4丁目3-41
営業時間/11：00～14：00
　　　　   7：00～21：30
定 休 日/水曜日
HP/https://www.morimoritei.com/

醤油ラーメンセット（１,２10円）醤油ラーメンセット（１,２10円）

麻婆豆腐（690円）麻婆豆腐（690円）

徳田貴昭代表徳田貴昭代表

428

398

430

大衆中華 もりもり亭●

●

●

五軒
屋線

連島南
小学校

箆取神社

JFE
北門

亀島山花と
緑の丘公園

水島中央公園

水島中央病院
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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

創業53年迎え
リニューアル

楽しく学べる
学習塾を開講

創業53年目を迎える,倉敷市水島の
商店街にある電器店「有限会社とみや
水島」です。

６月19日に「エディオンとみや水島
店」としてリニューアルしました。大
型店エディオンのネットワークや価格、
保証などの強みを生かしながら、これ
からも地域のみなさまの役に立てるよ
うにがんばってまいります。

法人でのご利用もお気軽にお問い合
わせください。エディオンカード、ポ
イントなどもご利用できます。皆様の
ご来店お待ちしています。

倉敷市亀山を拠点に、市内で行うイ
ベントの企画・運営、各種レンタル用
品を取り扱っています。

この度、弊社敷地にて新たに小・
中・高校生向けに学習する塾を設立し
ました。

料金は週１回90分で5,000円から。
夕方16時から21時の間で、ご自身の都
合に合わせて週５回まで塾への通い方
を調整できます。無料体験も実施して
いますので、楽しく学べる塾の様子を
ご覧ください。

ご質問やご相談などありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

住 倉敷市水島東常盤町４-１２
電 086-446-0838
営 9:30～18:30

  http://www.tomiya-mizushima.com/

エディオンとみや水島店

住 倉敷市亀山1026-11
電 086-429-2111
営 16:00～21:00

  https://sites.google.com/view/nakashimajuku/

強度と耐久性が数倍に向上
車体・建築資材・木材・農業関連

からアウトドアまで、様々な素材に
塗装できる塗料「ラプターライナ―」
を県内で唯一取り扱っています。

ラプターライナーは紫外線に強く
耐水性もあるので錆や劣化を防ぎま

す。また、傷にも強く施工後の耐久
性は数倍に向上（新車塗膜の7倍）。
カラーバリエーションも豊富でお好
みの色に塗装可能。塗装の質感も変
更できます。

社有トラックの荷台や各種パーツ
など部分塗装も可能ですので是非お
問い合わせください。

住 倉敷市中島1234-4
電 086-465-9318
営 9:00～18:00

  https://repairstage.net/

リペアステージ

ひな形提供で契約を簡単に
運送業の行政手続きに強い行政

書士久保田勝彦事務所と申します。
このたび事業所さま向けに「御

社のオリジナル業務委託契約書ひ
な形の作成」を新たな業務として

始めました。本業務はどの業種さ
までも対象で、営業秘密を守るた
めに必要な秘密保持契約書（NDA）
の作成も併せて承ります。

今まで口約束で済ませていた慣
習から脱却したい、トラブルに備
えて自前で用意しておきたいとい
う事業者さまにはぜひご用命くだ
さい。

住 倉敷市連島町連島4307-3
電 086-441-7320
営 10:00～18:00

 https://www.k-office-kamotsu.com

行政書士久保田勝彦事務所有限会社中島プロダクション 中嶋塾

⃝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
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倉敷税務署だより

倉敷労働基準監督署

～10月は年次有給休暇取得促進期間です～

 

 

 

 

 

年末調整控除申告書作成用ソフト（国税庁提供）など 

年末調整手続 １ 

給与担当者  

検算等の作業が簡素化 
書類の保管不要 

メールなどで送信  

従業員  
マイナ 
ポータル  

マイナポータル連携 ■■ 

確定申告手続  ２ 

ｅ‐Ｔａｘで送信  

確定申告書の所定の項目に自動入力 

納税者  マイナ 
ポータル  

税を考える週間 
～これからの社会に向かって～ 11/11 ▶ 11/17 

国税庁特設ページ  倉敷税務署 

検 索 税を考える週間 

財務省 神戸税関

神戸税関HP

※新型コロナウイルスの影響により、内容や
日時等が変更となる場合があります。ご来場
前にはＨＰ等にて、ご確認をお願いします。

税
関
百
五
十
周
年
記
念
展
示

１１月１２日（土）
１１月１３日（日）

各日
1回目 11：00
２回目 14：00
あちてらす倉敷

オープンスペース広場

１１月１２日（土）
１１月１３日（日）
9：00～１７：00

あちてら倉敷南館2階
（あちてらすぽっと）

共催：倉敷市役所
お問合せ：

水島税関支署総務課
TEL（086）448-3375

神戸税関HP

税関イメージキャラクター
「カスタム君」

税関職員
なりきり体験もで

きるよ！

　年次有給休暇は、法律で定められた労働者に与えられた
権利です。　
　正社員、パートタイム労働者、アルバイトなどの区分に
関係なく、以下の要件を満たした全ての労働者に、年次有
給休暇は付与されます。
　１.半年間継続して雇われている
　２.全労働日の８割以上を出勤している
　労働基準法の改正により、平成31年４月より、使用者は、
法定の年休日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年５
日間、年次有給休暇を確実に取得させることが義務となり
ました。これは、同僚への気兼ねや年休を請求することへ
のためらい等の理由により、年次有給休暇の取得率が低い
現状が背景にあります。　
　注意していただきたいのは、「毎年５日間、年次有給休
暇を取得すればいい」ということではありません。付与さ
れた年次有給休暇は本来、すべて取得されるべきもので
す。土日や休日に年次有給休暇を組み合わせて連続休暇に
する「プラスワン休暇」の実施や年次有給休暇の計画的付
与制度の導入等により、より多くの年次有給休暇を取得し
ましょう。

お問い合せは、倉敷労働基準監督署
TEL. 086－422－8177まで

※年次有給休暇取得
　促進特設サイトはこちら

倉敷市保健所健康づくり課
〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9868　FAX 434―9805

野菜（ベジタブル）野菜（ベジタブル）を食べる、を食べる、

糖尿病や高血圧予防にも効果的 ！ ！ 
３つの習慣！

詳しくは、
こちらのQRコードから

倉敷市保健所は、市民の
健康づくりを応援します。

まずは、ベジわん！
食事の時は、まず一番に、野菜・きのこ類・海
藻類など、食物繊維が多く含まれるものをしっ
かり食べましょう。

次に、ベジもぐ！
よく噛んでゆっくり食べましょう。
食事時間は、20分から30分程度を目安に。
今より、ひと口10回多く噛むようにしましょう。

そして、ベジもり！
1日に目指す、野菜摂取の量は約350ｇ(目安：
両手３杯分)。カット野菜や冷凍野菜を上手に活
用しましょう！
※腎臓病などでカリウム制限がある場合は医師の指示に
　従ってください。

3ベジ3ベジってなぁに？ってなぁに？

ホームページ インスタグラムCheck!
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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

会報にチラシを折り込みませんか
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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９月調査結果）
業況DI は、円安急伸でコスト負担が増加し、悪化先
行きは、物価上昇に歯止めかからず、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

９月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10～12月
全産業

建 設

製 造

卸 売

小 売

サービス

▲33.2

▲18.7

▲18.1

▲35.0

▲48.0

▲43.8

▲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

▲21.0

▲26.4

▲18.9

▲24.8

▲30.7

▲10.2

▲23.3

▲28.7

▲23.3

▲27.2

▲31.9

▲11.4

▲23.7

▲23.7

▲20.5

▲25.5

▲35.1

▲17.1

2022年2021年

　高騰が続く資源・原材料価格に加えて、電気代のさらな
る値上がりや、140円台まで進んだ円安の急伸による輸入
品の価格上昇など、企業のコスト負担は増加し続けており、
全業種で業況が悪化した。さらに、サービス業・小売業で
は物価高による消費マインドの低下、建設業では人手不足
対策としての人件費増加が業況を下押しした。製造業では
部品の供給不足、卸売業では台風等の天候不順による物流
コストの上昇が業況を下押しした。感染状況が落ち着き、
人流も回復基調にあるものの、増加し続けるコスト負担が
企業経営の重荷となり、中小企業の景況感は２ヵ月連続の
悪化となった。

　全国旅行支援の再開や水際対策の緩和による客足回復の
期待感が小売業・サービス業で広がる一方、物価高による
収益圧迫を危惧する声が聞かれた。業種を問わず、物価上
昇によるコスト増に対する十分な価格転嫁も行えていない。

欧米のインフレ対策で世界経済の鈍化が顕在化する中、円
安や物価上昇に歯止めがかからず、さらなるコスト負担増の
懸念から、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、▲23.3（前月比▲2.3ポイント）

 先行き見通しDIは、▲23.7（今月比▲0.4ポイント）

業務日誌（９月度）
2日 定時法律相談（倉敷）

令和４年度岡山県商工会議所青年部連合会第３回役員会並びに出向者会議
くらしき起業塾（３日目）（オンライン）

5日 倉敷屏風祭実行委員会正副委員長会議
青年部第６回役員会

6日 （一社）岡山県商工会議所連合会９月専務理事会（ハイブリッド）
7日 第38回正副会頭・専務理事会議
第599回常議員会（ハイブリッド）

8日 インボイス制度個別相談会
定時知的財産相談

13日 医療･福祉部会第１回メンタルヘルス個別相談会
人材育成セミナー＆個別相談会

14日 日本商工会議所第23回産業経済・第25回中小企業・第８回教育合同委員会、第23回観光
・第24回地域活性化・第11回税制・第17回情報活性化合同委員会（ハイブリッド）
職員採用最終面接
第２回ITツール活用・デジタル化セミナー

15日 日本商工会議所創立100周年記念特別昼食懇談会、第718回常議員会・
第292回議員総会、第135回通常会員総会（ハイブリッド）
女性会第195回役員会

18日 高梁川流域「倉敷三斎市」
20日 第６回藺製品・雑貨部会

第２回運輸交通部会
21日 第２回商業部会

第２回観光部会
第10回医療・福祉部会
日本電信電話ユーザ協会倉敷ICTセミナー（オンライン）

22日 第２回理財部会
第２回工業部会
第２回建設部会

23日 公告第１号　１号議員選挙立候補の受付開始（〜10/3）
25日 女性会天満屋ふれ愛バザール

第12回女性会第26回小学生「環境・ゴミ・省エネルギー問題」絵画コンクール優秀作品展（〜10/2）
26日 第24回新倉敷商工会館技術定例打合せ会

第12回５商工団体コロナ対策協議会
青年部第６回例会
第３回インボイス制度対策セミナー

27日 第６回小規模事業者経営改善資金貸付審査会
28日 定時法律相談（水島）

会報10月号編集会議
青年部第７回常任理事会

30日 第２回選挙管理委員会
インボイス制度個別相談会

　当所の会報は毎月25日に発行しており、会員事業所
の皆様は商品・サービスPRのための広告チラシを折り
込むことができます。折り込んだチラシは、約3,800
事業者の会員事業所等へ届けられるほか、倉敷商工会
館1階のデジタルサイネージでも放映します。
問い合わせは会報係（TEL.424-2111）まで。
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 20世紀のフランスを代表する画家アンリ・マティス。その晩年の画業を
代表する作品のひとつが、挿絵本『ジャズ』です。挿図20点と画家の文
章からなる作品で、挿図の鮮やかな色彩と文字の活き活きとした筆跡との

“セッション”が、美しく、心楽しい世界を創り出しています。
 本自体はポショワール（ステンシル）という版画技法で刷られています
が、その原画は切り紙絵として制作されました。70代のはじめ、マティス
は深刻な腸の病を患い、大手術を受けました。死の淵から生還するも、ベッ
ドの上で過ごすことを余儀なくされた老画家は、以降、助手が色を塗った
紙をハサミで切り抜き、それらを組み合わせてつくる切り紙絵を創作活動
の中心におくようになります。筆をハサミに持ち替え、色を切り分けてい
く行為を通して、マティスが培ってきた自在な線と、鋭敏な色彩感覚は、
分かちがたくひとつのものとなって、新たな表現世界を獲得していったの
でした。

アンリ・マティス Henri Matisse, 1869-1954
『ジャズ』より「イカロス」1947年 ステンシル、紙 42×32.5cm

　人事異動に伴い、７月から編集担当になりました。６月までは主に小規模事業者等
の経営支援に携わっていましたが、入社時に配属された部署に戻り、当時と異なる業
務も担当します。新たに覚えなければならないことも多く、大変な日々を過ごしてい
ますが、新倉敷商工会館「感謝の夕べ」での岡山フィルハーモニック管弦楽団の演奏
に心を癒されました。新会館と共に私も新たな船出となり、有益な情報を提供できる
よう心がけて参ります。　（中村）

　タンスにすねをぶつければ、“青たん”
が何週間もすねに居座る、そんな年齢に
なりました。そんな私にも、マティスみた
いな「もうひと花」がやってくるはず…！
いや、ふた花くらいは…。

知られざるOHARA Vol.25 

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。

つなぐ楽しさ伝えたい
小学生対象に教室

vol. 06

倉敷から全国へ

倉敷ablaze アブレイズ

　第６回目は、倉敷アブレイズが実施しているバレー
ボール教室についてお届けしたいと思います。
　先日は小学校５・６年生を対象にバレーボール教
室とキャリア教育を行いました。少し緊張気味の子
どもたちでしたが、選手達と一緒にウオーミングアッ
プからスタートし、ミニゲームを行いました。初心
者の子ども達が多いので、通常よりも柔らかく大き
いボールを使い、ネットも低く設定。何度ボールを
触っても可能なルールに変更し、ボールを“つなぐ”こ
との楽しさを子どもたちに伝えました。

　私たち倉敷アブレイズは、今後も参加する皆様に
少しでもバレーボールの魅力、スポーツの素晴らし
さ、最後まで諦めない気持ち、夢を追いかけること
や努力することの大切さを伝えていきたいと思って
おります。

終了後“キツネポーズ”で記念撮影する子供たち
（９月14日、総社市立神在小学校）

公益財団法人

大原美術館
学芸課長

𠮷川 あゆみ
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