
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

712-8034 8-2
TEL(086)448-0001 FAX(086)448-6079
https://sakaedo.raku-uru.jp/



 Kurashiki 1 Kurashiki 1

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

第187回臨時議員総会���1

新しい役員決まる��� 2・3

広域商工会議所連携協定�4

３年ぶりに倉敷屏風祭��4

笠岡離島物流実証実験��5

事業継続力強化計画策定セミナー��5

はじめまして������6

ナイススマイル�����7

くらしきTMO�������8

倉敷まちづくり�����8

カレンダー�������9

新入会員��������9

青年部�������� 10

女性会�������� 10

日本商工会議所100周年�� 11

駐車場の利用区分を明確化�� 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

岡山労働局雇用環境・均等室�� 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

◦

◦

◦

第５回インボイス対策セミナー

新春経済講演会

オンラインセミナー中小企業
のネットセキュリティ入門

　第187回臨時議員総会が10月26日（水）、倉敷アイビース
クエア「アイビーエメラルドホール」で開催され、任期満
了に伴う役員人事で、井上峰一会頭が再任され、11月１日
（火）から４期目に入りました。任期は３年。当所で４期
会頭を務めるのは、第６代の渡邊盛二氏（昭和46年～昭和
58年）以来３人目です。
　同総会には、93名（うち委任状40名）が出席。冒頭、藤
原均選挙管理委員会委員長が、１号議員代表の㈱倉敷アイ
ビースクエア代表取締役の藤原秀則氏に当選証書を授与。
続いて、２号議員代表の㈱天満屋倉敷店店長の城本吉徳
氏、３号議員代表の㈱クラレ倉敷事業所事業所長の小橋俊
文氏に選任証書を手渡しました。
　この後、新議員９人を代表して、㈱長谷川商事代表取締
役の長谷川正興氏に井上会頭が議員バッジを手渡しまし
た。
　議事に入り、選任された井上会頭は、所信表明で「これ
からは新商工会館の運営が課題。新しい城ができたので、

今後は攻めの姿勢を強化し、市場や会員事業所、地域社会
に対する貢献度を高めていきたい」と強調。航空宇宙産業
の推進や質の高いまちづくり、広域商工会議所連携への意
欲を語りました。

　副会頭は、（公財）大原美術館理事長の大原あかね氏、
中谷興運㈱代表取締役社長の中谷庄吾氏、医療法人水清会
水島第一病院理事長の平木章夫氏が新任、三菱自動車工業
㈱水島製作所副所長の菅慎氏が再任。４人中３人が交代す
る人事でいずれも50歳代、副会頭の平均年齢は55.75歳と
前期より９歳若返りました。
　議事、報告事項の後、退任が決まった藤木達夫副会頭、
伊澤正信副会頭、鴨井尚志副会頭に職員から花束を贈呈、
退任挨拶もありました。３氏は次期、常議員に選任されま
した。
　最後に日本商工会議所表彰の伝達、退任役員議員９名の
紹介がありました。
　例年なら、臨時議員総会に続き議員懇親会を開催してい
ますが、今回は新型コロナ対策のため中止し、弁当配布に
切り替えました。

井上会頭を選任し４期目に
～副会頭人事でサプライズ、９歳若返り～

第187回臨時議員総会

任期満了に伴う役員改選を行った議員総会（倉敷アイビースクエア）

花束を受け取る藤木副会頭（右）、伊澤副会頭（中）、鴨井副会頭（左）



第187回臨時議員総会
常議員は４名新任、新議員は９名
　第187回臨時議員総会が10月26日（水）、倉敷アイビースクエアで開催され、任期満了に伴う役員の改選が
行われました。
　専務理事は坂本万明氏が再任され、常議員は４名が新任。新しい議員として９名が就任し、うち職務執
行者の変更は４名でした（㈱共和工業所は職務執行者が変更され常議員にも選任）。
　任期は、令和４年11月１日から令和７年10月31日までの３年間です。
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メイ㈱ 代表取締役 浅野　泰司
クラブン㈱ 代表取締役 伊澤　正信
㈱共和工業所 代表取締役 石本　隆一
倉敷木材㈱ 代表取締役会長 大久保憲作
中央建設㈱ 代表取締役 岡本靖磨呂
カモ井加工紙㈱ 代表取締役 鴨井　尚志
瀬戸内エンジニアリング㈱ 取締役会長 桐野　宏司
㈱誠屋 代表取締役会長 櫛󠄁田　修平
㈱クラレ倉敷事業所 事業所長 小橋　俊文
ＨＩＮＯＤＥ＆ＳＯＮＳ㈱ 代表取締役 佐藤　慎司
水島信用金庫 理事長 杉原　正一
旭化成㈱製造統括本部
水島製造所 水島総務部長 鈴木　　立

㈱やまと 代表取締役会長 髙橋　啓一
司法書士法人永田事務所 代表社員 永田　妙子
㈱鵬林 専務取締役 西原　二郎
倉敷商店街振興連盟 会長 野嶋　雅弘
奨農土地㈱ 代表取締役 原　　浩之
㈱ハラダ 代表取締役 原田　一行

㈱広島銀行倉敷支店 支店長 若松　哲理
㈱百十四銀行水島支店 支店長 植村　幸浩

○
○

○

○

㈱いのうえ
代表取締役
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（公財）大原美術館
理事長

大
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原　あかね

中谷興運㈱
代表取締役社長

中
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谷　庄
しょうご

吾

（医）水清会
水島第一病院  理事長

平
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き
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あき

夫
お

三菱自動車工業㈱
水島製作所  副所長

菅
かん

　　　慎
まこと

会　頭　

専務理事

理　事

常議員 （氏名五十音順）

監　事

副会頭

坂本　万明

中濱　　崇 井上　裕康

平松エンタープライズ㈱ 代表取締役 平松　晃弘
倉敷化工㈱ 代表取締役社長 深野　幸一
丸五ゴム工業㈱ 代表取締役社長 藤木　達夫
㈱藤木工務店倉敷支店 特別顧問 藤木　敏嗣
㈱倉敷アイビースクエア 代表取締役 藤原　秀則
水島ガス㈱ 代表取締役社長 古山　義洋
倉敷紡績㈱ 取締役執行役員 本田　勝英

㈱トマト銀行倉敷営業部 執行役員
倉敷営業部長 宮本　裕司

ＪＦＥスチール㈱
西日本製鉄所 副所長 柳沢　秀俊

㈱倉敷国際ホテル 代表取締役 山口　勝正
㈱丸文 代表取締役 横田　直樹
㈱橘香堂 代表取締役 吉本　豪之

㈱中国銀行備中地区本部 執行役員
備中地区本部長 吉本　英明

㈱和田組 代表取締役 和田　一朗
ワタナベ工業㈱ 代表取締役 渡辺　祐三

以上33名（○は新任）

笠岡信用組合倉敷支店 支店長 筒井　紀行
以上３名

（○は新任）

○ ○ ○
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秋田税理士法人 代表社員 秋田　修一
㈱クラビズ 代表取締役 秋葉　優一
㈱チロロネット 代表取締役 安藤　究真

（一財）倉敷成人病センター 代表理事 安藤 　正明
㈱伊澤洋行 代表取締役 伊澤　憲人
㈻川崎学園 事務局長 伊地知　均
㈱インテック共和 代表取締役 石本　真也
ササベ印刷㈱ 代表取締役 板倉　昌美
㈱大森工務店 代表取締役 大森　一正
倉敷製帽㈱ 代表取締役社長 岡　裕二郎
㈱山辺組 代表取締役会長 岡川　昌隆
モトヤユナイテッド㈱ 代表取締役 小野新太郎
アクサ生命保険㈱
岡山支社倉敷営業所 営業所長 梶原　亮介

カモ井食品工業㈱ 代表取締役社長 鴨井　恒夫
野村交通㈱ 代表取締役 唐川　純二
川上建設㈱ 代表取締役 川上　教雄
㈱中原三法堂 代表取締役社長 木村　謙吾
㈱ハート・プランニング 代表取締役 木村　充男
㈱倉敷ケーブルテレビ 代表取締役社長 劔持　成利
㈱三備保険事務所 代表取締役 小松原博幸
㈱全観トラベルネットワーク 代表取締役社長 近藤　幸二

（一社）ＭＡＳＣ 理事 齋藤　淳一
㈱花織 代表取締役 佐々木秀章
サキヤクリエイト㈱ 代表取締役 佐々木正明
㈱創宅 取締役社長 塩入　卓也
㈱シマダオール 代表取締役 嶌田　章信
㈱天満屋倉敷店 店長 城本　吉徳
秀栄システムテクノ㈱ 代表取締役 鈴木　秀生
中国電力ネットワーク㈱
倉敷ネットワークセンター 所長 瀬尾　彰宏

㈱のぞみ 代表取締役 髙山五三郎
協成工業㈱ 代表取締役 田中　大作
関西プラスチック工業㈱ 代表取締役社長 藤南　和将

名誉会頭

相談役

顧　問

参　与

議　員 （氏名五十音順）

㈱トクラ 代表取締役 土倉　修治
㈲エルグレコ 代表取締役 長沼眞智子
㈲中村自動車工場 代表取締役 中村　公彦
穴吹エンタープライズ㈱
旅館くらしき

執行役員
旅館統括部長 中村　律子

山鋼プランテック㈱ 代表取締役 中山　紘行
㈱仁科百科店 代表取締役社長 仁科　正己
㈱沼本産業 代表取締役 沼本　健一
㈱長谷川商事 代表取締役 長谷川正興
はなまる青果㈱ 代表取締役会長 花田　佳久
イオンモール㈱
イオンモール倉敷 ゼネラルマネージャー 服藤　伸二

三菱ガス化学㈱水島工場 管理部長 深澤　慎一
㈲友誼食品 代表取締役 藤井　精司
水島商店街振興連盟 会長 藤原　義昭
㈱フルカワ商事 代表取締役 古川　悦生
㈱金剛測機 取締役会長 堀　　裕文
㈱鈴木組 代表取締役 増田　　純

（医）天和会松田病院 理事長・院長 松田　忠和
㈲ミマキ 取締役 三牧　博史
三宅製簾㈱ 代表取締役 三宅　典一
㈱三楽 代表取締役 虫明　　優
㈱田中商会 代表取締役 室山　敏彦
室山運輸㈱ 代表取締役 室山　英良
目黒建設㈱ 代表取締役 目黒晃太郎
㈱榊󠄀原建設 取締役社長 守屋　良紀
藤徳物産㈱ 代表取締役会長 守分　孝治
㈱岡住 相談役顧問 山田　惠章

萩原工業㈱ 取締役執行役員
事業支援部門長 𠮷田　淳一

ＥＮＥＯＳ㈱水島製油所 事務副所長 若松　裕章
港交通㈱ 代表取締役 渡辺　清二

玉島信用金庫倉敷支店 理事倉敷地区
本部長･倉敷支店長 渡邉　義友

以上62名（○は新任）

大原謙一郎 （公財）大原美術館 名誉館長

岡　荘一郎 倉敷製帽㈱ 代表取締役会長

伊藤　正明 ㈱クラレ 取締役会長
藤田　晴哉 倉敷紡績㈱ 取締役社長
北野　嘉久 ＪＦＥスチール㈱ 代表取締役社長

本山　由史 水島税関支署長
金武　邦洋 倉敷労働基準監督署長
久成　康博 倉敷中央公共職業安定所長
塩出　則夫 岡山県備中県民局長
生水　哲男 倉敷市副市長
原　　孝吏 倉敷市副市長

伊東　香織 倉敷市長
中西　公仁 倉敷市議会議長

以上５名

伊藤　靖生 ㈱日本政策金融公庫
倉敷支店長兼国民生活事業統轄

三澤　秀雄 岡山県信用保証協会倉敷支所長
柳澤　康信 倉敷芸術科学大学学長
梶谷　浩一 （公社）山陽技術振興会会長兼事務局長

以上10名
（令和４年11月１日現在）

○

○

○
○

○

○

○

○
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感染対策でマスクにシール
倉敷屏風祭を３年ぶりに開催

新年度事業計画で具体化を検討へ
姫路、松本、福山、北九州と連携

　倉敷商工会議所は10月12日（水）、姫路、松本、福山、
北九州商工会議所と連携協定を結びました。各県の第
２都市であり、工業都市であり、歴史的資源のあるこ
とが共通点で、これだけ広域の連携は全国的にも珍し
いことです。
　姫路商工会議所の呼び掛けにより実現したもので、
当所から井上峰一会頭が出席し、井上保松本商工会議
所会頭、林克士福山商工会議所会頭、津田純嗣北九州
商工会議所会頭、齋木俊治郎姫路商工会議所会頭が署
名しました。
　協定には、各地の課題や取り組みに関する情報共有
と意見交換、産業振興（ものづくり・まちづくり・に
ぎわいづくり）、企業間の交流、連携促進、災害時等
の相互協力――などが盛り込まれました。
　齋木姫路商工会議所会頭は「情報交換しながら、具
体的な行動ができれば、地域の活性化に結び付くと確
信している」、当所の井上会頭は「しっかりとこれから

交流を促進し、実のあることを期待している」と挨拶。
　他の会頭は「これだけ離れた地域だと、目の前の利
益はあまり関係なく、お互い情報交換することで必ず利
益が出る」「将来の会議所活動において貴重な財産」な
どと述べ、観光面での期待感も示されました。各商工
会議所は今後、新年度事業計画で具体化を検討します。

　倉敷屏風祭が10月1５日（土）と16日（日）の両日、
倉敷市本町・東町、倉敷美観地区界隈で３年ぶりに開
催されました。今年で19回目を迎え、18カ所の展示と
1５カ所の協賛展示があり、大勢の人でにぎわいました。
　当日は、感染対策として本部（倉敷公民館）など３
カ所に検温器、手指消毒設備等を設置。感染対策を行っ
た方には、「倉敷屏風祭シール」をマスクなど見える
ところに貼り付けてもらい、見える化を図りました。
配布物はなくし、地図はＱＲコードを使ってスマホに

配信しました。
　「はしまや」など４カ所では、倉敷芸術科学大学芸
術学部の森山知己教授の作品や同学部日本画研究生の
作品を展示。森山教授は「光の加減で、同じ色でも山
折れの部分で夕焼けに見えたり、太陽や月に見えたり
する。屏風を立てることでその場が変わり、西洋画と
は違う楽しみがある」と説明していました。
　また、大原邸を訪れていた大阪の60代男性は「倉敷
観光に来たら、たまたま開催されていた。貴重なもの
を見られて良かった。他の展示品も楽しみに、全て周っ
て帰りたい」と話していました。
　同祭は、平成14年に復活。平成29年４月には文化庁
の日本遺産、倉敷市の「一輪の綿花から始まる倉敷物
語～和と洋が織りなす繊維のまち～」31の構成文化財
の１つになっています。
　阿智神社秋季例大祭に合わせて毎年開催していまし
たが、新型コロナウイルス感染症の影響で令和元年度
を最後に中止が続いていました。

協定書を手にする井上会頭（中央）ら（姫路商工会議所）

自身で描いた屏風を解説する森山教授（右）（はしまや）



笠岡の離島に大型ドローンで置き薬
空飛ぶクルマの航路開拓目指し実証実験
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　大型ドローンで笠岡諸島に置き薬を運ぶ実証実験が
10月13日（木）、笠岡市の神島外浦港－白石島間（５
km）、神島外浦港―高島間（2.５km）の２ルートで行
われ、空飛ぶクルマの航路開設へ向けた第一歩を踏み
出しました。
　同実証実験は（一社）ＭASC（桐野宏司理事長）が
実施し、倉敷商工会議所、笠岡商工会議所、倉敷市、
笠岡市などで作る笠岡離島物流実証実験実行委員会

（委員長・斎藤淳一ＭＡＳＣ理事）がサポート。
　実験に先立ち、斎藤委員長は「将来的には空飛ぶク
ルマのルートとして活用したい」と挨拶。この後、笠
岡諸島に顧客を持つ㈱フカイ（倉敷市）の竹内和博代
表取締役が、置き薬約１㎏を入れた専用ボックスを大
型ドローン（全長約120㎝、高さ約５0㎝）に取り付け、
神島外浦港を出発しました。
　大型ドローンは目視を伴う自動運転で、白石島まで
10分、高島まで５分で到着し、フカイの社員が住民に
薬を手渡しました。この間、各種データを収集しなが

ら、安全・円滑な空域・電波状況を把握するとともに、
操縦者と整備者のスキル向上を図りました。
　当商工会議所は今年２月、広島県、岡山県、兵庫県、
香川県の12商工会議所・商工会と「次世代モビリティ
瀬戸内コンソーシアム」を設立。ＭＡＳＣは、瀬戸内
海108の有人諸島と本州・四国を空の交通網で結ぶ「瀬
戸内『弁天』プロジェクト202５」に取り組んでいます。

　倉敷商工会議所中小企業相談所は11月２日（水）、
事業継続力強化計画策定セミナーをオンラインと会場
のハイブリッド形式で開催しました。７月１日（金）
に続き今年度２回目で、計画策定事業所拡大へ向け今
後も開催を検討します。
　セミナーには市内事業所より４名が参加。講師は、
SOMPOリスクマネジメント(株)エグゼブティブコン
サルタントの高橋孝一氏が務めました。
　高橋氏は企業のリスクマネジメントの専門家で、補
助金の審査員や、官庁・経済団体等で組織される各種
委員会に有識者として参画。事業継続力強化計画では
内閣府詳細制度設計検討委員を務め、計画の制度化に
関わりました。
　セミナーでは、事業継続力強化計画の重要さや計画
申請のポイントについて、審査員と制度設計者の観点
から説明がありました。
　同計画は、自らの事業継続力を強化することで地域
経済に与える影響の軽減を目的としたもので、災害が
発生し営業停止となった場合でも、取引先の減少を防

ぎ、地域やサプライチェーンを維持することにつなが
ります。
　計画が認定されると、企業の設備投資に対する税制
優遇、特定の融資制度の利率引き下げなどの金融支援、
補助金審査にあたって加点措置といった優遇措置を受
けることが出来ます。
　問い合わせは、倉敷商工会議所中小企業相談所

（☎086-476-1005）へ。

大型ドローンに専用ボックスを取り付ける竹内代表取締役
（神島外浦港）

参加者と意見を交わしながら説明
（倉敷商工会館 第３会議室）

普及拡大に向け今年度２回目の開催
事業継続力強化計画策定セミナー
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はじめまして vol.
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独立し配達でもキャッシュレス決済導入
　令和４年３月より現在の店舗と
なり、20年以上借りていた「かまど
屋」の看板を外し独立しました。
　これまでの蓄積を基に、お客様
からの要望で昔ながらのメニュー
の復活やオリジナル商品の販売を
しています。個人のお客様だけでな

く、工事現場や児童預かり所等へ
も配達しています。
　店舗では各種クレジットカード、QR
コードに対応しています。配達でも
QRコード決済ができ、10月からはクレ
ジットカードも対応可能となりました。
　店頭ではLINEやPayPayのスタ

ンプが貯まり、お弁当やおみそ汁が
もらえます。
　９月に H P を 一 新し、L I N E や
InstagramなどSNSも充実しています。
　予算の相談や雨天時の当日キャン
セルなどにも対応しますので、お弁当
のことはまず当店へご相談ください。

平成18年より倉敷市で自費のシニ
アケアサービスをお届けしているダス
キンフランチャイズ加盟店です。

家事がしんどくなった高齢者
への食事作りや掃除などの家事
サポートはもちろん、オムツ交
換や日中・夜間帯の見守り、通

院の付き添い、趣味やお話相手
など、ご家族に代わって柔軟に
お手伝いをさせていただいてい
ます。要望に応じて、サービス
の詳細や訪問時のご様子などを
報告することも可能です。

高齢者とそのご家族の想いを傾

聴し、お客様に寄り添った温かみ
のあるサービスをお届けします。

内容や時間帯の変更、キャン
セルなどをはじめ、ケアスタッ
フへの要望を含めた手配も承っ
ておりますので、まずはお気軽
にお電話ください。

幸町東
交差点

幸町西
交差点

昭和一丁目
交差点

山陽本線

●

●●

●
しげい病院

倉敷税務署

429

ダスキン ライフケア
倉敷駅前ステーション

平松エンタープライズ㈱
本社マルナカ

倉敷駅前店〒710-0057　倉敷市昭和1-1-38-303
ＴＥＬ 0120-64-6161
営業時間／9：00～17：30
     （サービスは24時間365日提供）
定　休　日／土、日曜日、祝日
https://www.okayama-kurashiki-lifecare.com/

代 表 山本 明代

ダスキン ライフケア倉敷駅前ステーション

●

●

●

●

倉商東
交差点

倉商西
交差点

岡山県立倉敷
商業高等学校

アミーゴ
倉敷店

ニシナフード
バスケット
市役所北店

セブンイレブン
倉敷商業高校西店

倉
敷
中
央
通
り

こがねちゃん弁当。
倉商前店

代 表 森中 章素

こがねちゃん弁当。倉商前店

家族に代わって家事、見守り、付き添いも

〒710-0824　倉敷市白楽町538-6
ＴＥＬ 086-423-0168
営業時間／11：00～20：00
定　休　日／水曜日(定休日も予約対応)
https://koganetyanbentoukurasyou.simdif.com/



 Kurashiki 7

Vol.219ナイススマイル

Nice Smile

　倉敷美観地区の近くで広島のお好み焼きを提供
して22年になりますが、数年前より本格的に組み
木細工の制作と、販売を行っています。
　数十年にわたる絵画制作の中で、組み木の魅力
に取りつかれ、第一人者小黒三郎氏に師事。地元
岡山の誇りと子供たちの健やかな成長を願いなが
ら、 一点一点ていねいに作っています。
　雛人形（8,000円～）や五月人形（7,800円～）を

中心に取り揃えています。12月より販売受付開始
予定の七福神（価格未定）は、猫をモチーフにし、
願いが叶う気持ちを込めた力作です。
　店内にはギャラリーもあり、当店自慢のB級グ
ルメであるお好み焼きやカレー、鉄板焼きを食べ
ながら楽しむことができます。作品は店頭のほか、
オンラインでも購入可能です。

お好み焼きTAKU・
カレー
〒710-0045
倉敷市船倉町1253-1 ローズガーデンビル１F

TEL 086-434-2003
営業時間　11：30～14：30
　　　　　17：30～21：00

定　休　日　月曜日

メ　ー　ル

自社HP

t a k u 2 0 0 3 y u m i @
gmail.com

https://momomaru2021.
base.shop/

　コロナ禍で打撃を受ける飲食業界を盛り上げよう
と、岡山県内５社目の製造免許を受け、クラフトビー
ルの製造販売を開始しました。
　10月オープンの店舗は、カウンター10席、テーブ
ル１脚３席で、醸造釜や発酵タンクも設置。当店は、
半世紀以上レンタルおしぼり事業を手掛けてきた一
倉㈱が、経営多角化の一環で運営しています。
　 岡 山 県 へ の 愛 着 と 各 地 域 のPRを 兼 ね、 ア ル

コール度数や苦み、ホップと麦芽の風味の強さな
ど、テイストは各地をイメージして製造。商品名
の「OKAYAMA JIMOTO BEER 086」は市外局番

「086」を踏まえています。瓶ビール（330ml）１本
は700円から。
　岡山、倉敷、吉備路、津山、早島をイメージした
５種を展開中。段階的に県内全地域の商品化を目指
しています。

Kurashiki Brewing 
Company
〒701-0303
都窪郡早島町前潟528-1 HUE早島内

TEL 0120-50-1133
       （一倉㈱本社）

営業時間　12：00～18：00

定　休　日　日・月曜日

メ　ー　ル

自社HP

i n f o @ i c h i k u r a .
okayama.jp

https://www.instagram.
com/kurashiki_brewing/
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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
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。出店は１区画

（1.8m×1.8m）につき3,500円（税込）で、最大２区画まで申し込むことができます。当日販売する商品は、５割以上が
高梁川流域のものであることが必要です。公式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
してお申し込みください。

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。10月
の開催では、阿智神社秋季例大祭や倉敷屏風祭、全国旅行
支援最初の日曜日とも重なり、今年度一番の来場者となり
ました。
今年度は、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
50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10月の高梁川流域「倉敷三斎市」

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

三斎市

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】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

一一輪輪のの綿綿花花をを育育ててるる倉倉敷敷物物語語館館 ２２  
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、綿花栽培を行っていま

す。 初夏に優しい色の花が咲き、実をつけたのち純白

の柔らかい綿がはじけて登場！

実際に綿花を見るお客様が多く、たいへん喜んでいた

だけるフォトスポットになりました。（写真は２０２２年７月～１０月の様子）
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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
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。出店は１区画

（1.8m×1.8m）につき3,500円（税込）で、最大２区画まで申し込むことができます。当日販売する商品は、５割以上が
高梁川流域のものであることが必要です。公式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
してお申し込みください。

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。10月
の開催では、阿智神社秋季例大祭や倉敷屏風祭、全国旅行
支援最初の日曜日とも重なり、今年度一番の来場者となり
ました。
今年度は、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
50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10月の高梁川流域「倉敷三斎市」

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

三斎市
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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

一一輪輪のの綿綿花花をを育育ててるる倉倉敷敷物物語語館館 ２２  
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、綿花栽培を行っていま

す。 初夏に優しい色の花が咲き、実をつけたのち純白

の柔らかい綿がはじけて登場！

実際に綿花を見るお客様が多く、たいへん喜んでいた

だけるフォトスポットになりました。（写真は２０２２年７月～１０月の様子）

入会員新
事業所名 業　　　　種 所　在　地

㈲鷲羽カンパニー 管工事業 児島元浜町2903-3

ダスキンライフケア
倉敷駅前ステーション

インフォーマルサービス
シニアケア事業 昭和1-1-38-303

ワイケイクリエイト 清掃 亀山895

（同）無限大 障害福祉サービス 粒江2245-7

㈱おかやまキャリアデザイン 人事・労務支援 阿知1-7-2
くらしきシティプラザ西ビル803

久保木塗装 塗装業（建設） 西中新田238-9
フラット西中新田102

山楽㈱ 飲食業（そば） 笹沖1274-1

事業所名 業　　　　種 所　在　地

こころとからだの整体
こばやし治療院 整体業 白楽町313-16

Cherie 美容業（エステ・脱毛・
ネイル・アイラッシュ） 東塚4-4-32-207

㈲徳膳 和食飲食業 水島北瑞穂町7-4

CHAKI 飲食店（居酒屋） 昭和2-1-69

Studio Snowdrop 広告デザイナー兼ディレク
ション業（Web・紙媒体）

玉島黒崎新町9-1
アンスリールB201

㈱MGE 建設業 児島稗田町688

㈱丸三工事 水道施設工事業他 水島北緑町2-18

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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12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 第１回貿易委員会
3 土

4 日

 5 月 青年部第９回役員会
インボイス制度個別相談会

6 火 「改正電子帳簿保存法」解説セミナー
7 水

8 木 第１回観光委員会
定時知的財産相談

9 金 令和４年分青色申告決算説明会
定時法律相談

10 土 岡山県商工会議所青年部連合会第４回出向者会議・役員会
11 日

12 月 令和４年分青色申告決算説明会
13 火
14 水 第２回正副会頭・専務理事会議

青年部・女性会との意見交換会
チームＫ６企画会議
第227回珠算能力検定、第146回暗算検定、第137回段位認定試験申込開始（〜12/23）

15 木 第５回インボイス制度対策セミナー
16 金

17 土

18 日 高梁川流域「倉敷三斎市」
19 月

20 火 青年部第３回通常総会・第９回例会
21 水

22 木

23 金 定時法律相談
24 土

25 日

26 月

27 火

28 水 青年部第10回常任理事会
29 木 年末年始休業（〜１/３）
30 金

31 土

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

経営力向上委員会がM&Aに関する講演会を開催

　倉敷YEGの経営力向上委員会のメンバーが講師を招
き、M&Aに関する講演会を開催しました。「Adapt to 
change！！～変化に対応し未来を切り開く」と題し、会
社規模に関係なくM&Aの実践について51名のYEGメン
バーが勉強する機会を設けました。
　講師は、M&Aの権威であられる、神戸大学の忽那憲

治教授をお招きしました。約３時間の講演会で、ケース
スタディなどを中心に講演。メンバーたちはディスカッ
ションなどを経て、M&Aに関する見識を深めました。

市内３YEG（玉島、児島、倉敷）合同例会を開催
　10月11日（火）、倉敷シーサイドホテルで市内の３
YEG（玉島、児島、倉敷）のメンバーが集まり、合同
例会を開催しました。新型コロナウイルスの影響で、３
YEGで集まっての開催は３年ぶりとなりました。
　普段は別々の単会で活動している３つのYEGが、メ
ンバー同士で交流を深めることができました。３つの
YEGが同じ倉敷市内に位置しているため、これからも
様々な場面で交流や協力を続けていきたいです。

　10月15日（土）、倉敷美観地区本町通を中心に開催さ
れた倉敷屏風祭に協賛し、倉敷アイビースクエアの中庭
で、会員や商店街の方を中心に「秋まつり寿し」の予約
販売を行いました。
　当日は暑いくらいの晴天の中、今回の為に特別に作っ
た「秋まつり寿し」をはじめ、「巻き寿し」「倉敷バームクー
ヘン」「むらすずめ・栗まん詰合せ」「焼き菓子」「焼き

まんじゅう詰合せ」「み
ずりん最中」も併せて
販売。「すごく豪華で
とても美味しかった」

「暗いニュースが多い
が、皆さんに会える
と元気が出る」など、
高い評価をいただくと
ともに、会員同士や商
店街の方とも交流を

深めることができました。
　３年ぶりの屏風祭には大勢の人が参加しており、全国
旅行支援を利用して訪れた観光客からも「記念に購入し
たい」とお声をいただき、少量ながら当日販売を行い、
予想以上の盛況ぶりでした。
　各地イベントの開催や旅行支援制度など、感染症が落
ち着き始め、徐々に経済活動再開に向けた波を感じてい
ます。本年は感染症に配慮し湯茶接待は行いませんでし
たが、来年こそはコロナ前と同様のイベントが開催でき
るよう祈りつつ、皆で知恵を出し合いながら引き続き活
動して参ります。

３YEG合同例会に参加した倉敷YEGメンバー

揃いのブルーエプロンで販売限定豪華秋まつり寿し

３時間にわたって行われた講演会

Kurashiki CCI Business Women's Club

倉敷屏風祭協賛バザー
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商工会館

事務局専用

テナント専用（42台）

テナント来客用（７台）

来館者・会議室の利用者用（61台）

月極

通勤用駐車場

 Kurashiki 11

地域とともに、未来を創る地域とともに、未来を創る
日本商工会議所創立100周年

創立100周年を迎えた日本商工会議所は、全国の商工
会議所のネットワークを活用した政策提言や、中小企
業・地域経済の活性化に取り組む各地の商工会議所への
支援など、日本経済全体の成長に向けた活動を、展開し
ています。
最近では持続化給付金など新型コロナ対応のための
資金繰り支援や、事業承継税制の抜本拡充、中小企業の
ＩＴ導入支援など多くの政策が実現しています。会員企
業一社一社の声が、日本の政策を動かしています。
新型コロナ対応では、政府などの支援メニューの申請
をサポート。日本商工会議所は、政府に対して制度改善
の要望などを行っています。
産業人材の育成に向け、簿記検定やプログラミング検
定をはじめとする検定事業を実施。時代のニーズに対応
してネット試験化も推進しています。
復興支援も商工会議所活動の大きな柱となりました。
東日本大震災で実施した｢遊休機械無償マッチング支援
プロジェクト｣ では、全国から寄せられた機械・設備を

被災事業者の皆さまに無償で提供しました。経営指導員
の応援派遣も東日本大震災からはじまった取り組みで
す。
今後も地域に根差した活動を行う全国の商工会議所
をサポートし、全国のネットワークによる会員企業、地
域、そして日本経済全体の発展・成長に向けた活動を展
開していきます。

倉敷商工会館が10月1日（土）にグランドオープン
したことに伴い、会館南側にある駐車場の利用区分を
明確化しました。現地では、２カ所に案内サインが設
置されています。
新会館に隣接する芝生駐車場は事務局専用で、電気
自動車用充電器２基を併設。当所の公用車、借り上げ
車両が利用します。
その南側で、２階建て倉庫東側の区画（49台収容）
はテナント専用。各テナントの社用車分が42台で、車
止めに事業所名が表示されています。７台分はテナン
トへの来客用で、車止めに「テナント来客用」と書か
れています。
平屋倉庫や桜の木がある区画（61台収容）は、当商
工会議所への来館者、会議室の利用者用で、無料で駐
車できます。
一段低くなった一番南側の駐車場は、当商工会議所
やテナントに勤める従業員の通勤用。進入路の路面に
「月極」と書かれており、原則として一般の利用はで
きません。

天皇陛下（右）臨席のもと記念式典で式辞を述べる三村明夫会（中）
（出典：日本商工会議所、令和4年9月16日）

駐車場の利用区分を明確化
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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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【Ⅰ】育児休業で生じる人員問題
 　　政府は、男性も含めた育児休業取得率を

向上させる方針であり、中小企業も育児休
業の取得促進を求められています。とはい
え、ギリギリの人数で仕事をしている中小
企業の場合、休業者が出ると仕事が回らな
くなってしまいます。別の部署から移せる
人員がいない会社も多く、補充のための人
材募集も容易なことではありません。

【Ⅱ】解決法を見つけにくい問題
　　企業は、育児休業を希望する人がハラス

メントを受けずに休業が取得できるように
対応しなければなりません。その一方で、
残ったメンバーや管理職の負荷が増大して
心身を害することがないようにする安全配
慮義務も負っています。問題解決には「増員」
が望ましいのですが、現実には人員確保が
困難な場合も少なくありません。

【Ⅲ】準備期間を長くとれるようにする
　　令和４年10月から始まる出生時育児休業

（産休パパ育休）の場合、法定では休業の
２週間（労使協定次第で、最長１か月）前
までに申出をすることになっていますが、2
～３か月前に自主的に休業取得の意思を
申し出てもらえるようにすれば引継ぎもス
ムーズになると思います。また、人員の確
保も可能になるかもしれません。とりあえ
ずの対策として有効ではないかと思います。

　　早めに自主的に申出をしてもらうために
は、職場内の日常のコミュニケーションを
良好にしておいて、お互いに協力し合える
雰囲気を作ることが重要となってきます。

人員不足の職場の育児休業問題

べ

Vol. 224

2427-4129

　創業約30年、リーズナブルな価格で美味しい
焼肉を提供しています。
　現金で大量に仕入れることによって、高ラン
ク和牛の値ごろ感を実現しました。
　看板コースの食べ放題は２名より利用でき、
A５ランク等の肉を提供。コースは4,000円から
用意しています。
　熟成が決め手の壺漬けハラミは、深みのある
ジューシーさと歯ごたえの良さが特徴。
　カルビは、自然と歯が通るほどの柔らかさと
肉質感が両立。脂身よりコクと甘味が染み出し
てきます。
　タレは、自家製みそのほか、醤油ベース、レ
モン、ワサビ等があり、肉に合わせてお好みで。
グリルは無煙ロースターを採用しており、煙を
気にせず食事を楽しめます。
　アルコール消毒や換気等、コロナ対策も講じ
ています。
　サイドメニューも豊富に取りそろえています。
ぜひご賞味ください。

高ランク和牛を手頃に
現金大量仕入れで実現

　滴り落ちる油ももったいないほど、芳醇で美味しい
お肉です。喉越しも良い肉で、焼く時間で見た目と味
わいも変わり、一度の食事で何度も美味しい経験が
できました。ミノの湯引きは、コリコリ感も良く、やみ
つきになりそうです。　　　　　　　　　　（大田）

〒710-0055
倉敷市阿知2-19-29 エトワールビル2F
営業時間/17：00～23：00
定 休 日/不定休
HP/https://www.hotpepper.jp/st

食べ放題コース（5,000円）食べ放題コース（5,000円）

ミノの湯引き（825円）ミノの湯引き（825円）

梁原啓一郎副店長梁原啓一郎副店長

　　

429
倉敷
駅

焼肉 ゆう玄

●

● ●

●

鷗州塾 倉敷校

倉敷物語館

御国幼稚園

セブンイレブン
倉敷駅前店



 Kurashiki 13

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

１周年を迎え
メニュー変更

法人支援サービスを
冊子に

日本料理「くらしき白壁」は、オー
プン一周年を迎えメニューをリニュー
アルしました。昼は、人気イベント「秋
ランチいただきます」に合わせて「白
壁秋御膳」を期間限定で販売。夜は、
料理長自慢の「一品料理」のライン
アップをリニューアル。　

生け簀を擁する当店ならではの「活
魚の造里」や、瀬戸内の魚介類、岡山
の果物、全国の旨い食材を、生で・焼
いて・蒸して・煮て、食材の美味さを匠
の技で最大限に引き出した料理をご提

供 い た
します。
是 非 お
気 軽 に
お 立 ち
寄 り く
ださい。

野村證券は、経営戦略、本業支援、事
業承継・資産承継、福利厚生、不動産、
その他非金融サービスのお悩みについ
て、担当者が専門部署、グループ会社、提
携会社と連携し、最適な解決策を提供
する法人支援の体制を整えています。

この度、弊社で提供可能な法人支援
サービスをまとめた冊子「法人オー
ナー様のために」と従業員向けサポー
トメニューを記載した冊子「野村の職
域総合サービス」を創刊しました。

法人支援に関して相談等ありました
ら、お気軽にお問い合わせください。

住 倉敷市阿知3-9-1（あちてらす倉敷北館1F）
電 086-425-3336
営 6:30～22:00（第２水曜定休）

  https：//www.grand-cocoe.com/restaurant/

ホテル グラン・ココエ倉敷「くらしき白壁」

住 倉敷市阿知1-5-17
電 086-421-2037（直通）
営 9:00～17:00

  https://www.nomura.co.jp/

身体に優しい米粉パン販売　
倉敷市老松町のベーカリーです。

無添加素材を使用した身体に優しい
パンを販売しています。

イチオシの米粉蒸しパン（バナ
ナ・かぼちゃ）は岡山県産の米粉を
100％使用、オリゴ糖を含むてんさ

い糖、健康増進効果のある塩こうじ
も使っていて、甘く香ばしいのが特
徴です。グルテンフリーで、卵、乳
は不使用。アレルギーを持っている
方でも赤ちゃんでも食べることので
きるやさしいパンです。

メロンパンやベーグルなどを複数
取り扱っています。ご来店お待ちし
ております。

住 倉敷市老松町4丁目1-14-１F
電 086-527-7313
営 10:00～18:00

  https://www.instagram.com/ikkakubakery/

イッカクベーカリー

木製家具採用で温暖化防止
木は成長過程で二酸化炭素を吸収

し、木材として使用している間は炭
素を貯蔵し続けるので、木造住宅や
木製家具などが増えていくと、地球
温暖化防止に貢献することができ

ます。
木のショールームでは岡山県産の

木材や日本中から仕入れた一枚板
や無垢材を使ってテーブルや収納
棚などのオーダー家具を製作して
います。個人宅はもちろん、オフィ
スや店舗に木製家具を取り入れ、地
球温暖化防止に貢献しませんか？
お気軽にお問い合わせください。

住 倉敷市中島1000-1
電 086-465-3322
営 10:00～17:00（祝祭日定休）

 https://www.instagram.com/kuramoku_showroom/

倉敷木材㈱木のショールーム野村證券株式会社倉敷支店

⃝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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【Ⅰ】育児休業で生じる人員問題
 　　政府は、男性も含めた育児休業取得率を

向上させる方針であり、中小企業も育児休
業の取得促進を求められています。とはい
え、ギリギリの人数で仕事をしている中小
企業の場合、休業者が出ると仕事が回らな
くなってしまいます。別の部署から移せる
人員がいない会社も多く、補充のための人
材募集も容易なことではありません。

【Ⅱ】解決法を見つけにくい問題
　　企業は、育児休業を希望する人がハラス

メントを受けずに休業が取得できるように
対応しなければなりません。その一方で、
残ったメンバーや管理職の負荷が増大して
心身を害することがないようにする安全配
慮義務も負っています。問題解決には「増員」
が望ましいのですが、現実には人員確保が
困難な場合も少なくありません。

【Ⅲ】準備期間を長くとれるようにする
　　令和４年10月から始まる出生時育児休業

（産休パパ育休）の場合、法定では休業の
２週間（労使協定次第で、最長１か月）前
までに申出をすることになっていますが、2
～３か月前に自主的に休業取得の意思を
申し出てもらえるようにすれば引継ぎもス
ムーズになると思います。また、人員の確
保も可能になるかもしれません。とりあえ
ずの対策として有効ではないかと思います。

　　早めに自主的に申出をしてもらうために
は、職場内の日常のコミュニケーションを
良好にしておいて、お互いに協力し合える
雰囲気を作ることが重要となってきます。

人員不足の職場の育児休業問題

べ

Vol. 224

2427-4129

　創業約30年、リーズナブルな価格で美味しい
焼肉を提供しています。
　現金で大量に仕入れることによって、高ラン
ク和牛の値ごろ感を実現しました。
　看板コースの食べ放題は２名より利用でき、
A５ランク等の肉を提供。コースは4,000円から
用意しています。
　熟成が決め手の壺漬けハラミは、深みのある
ジューシーさと歯ごたえの良さが特徴。
　カルビは、自然と歯が通るほどの柔らかさと
肉質感が両立。脂身よりコクと甘味が染み出し
てきます。
　タレは、自家製みそのほか、醤油ベース、レ
モン、ワサビ等があり、肉に合わせてお好みで。
グリルは無煙ロースターを採用しており、煙を
気にせず食事を楽しめます。
　アルコール消毒や換気等、コロナ対策も講じ
ています。
　サイドメニューも豊富に取りそろえています。
ぜひご賞味ください。

高ランク和牛を手頃に
現金大量仕入れで実現

　滴り落ちる油ももったいないほど、芳醇で美味しい
お肉です。喉越しも良い肉で、焼く時間で見た目と味
わいも変わり、一度の食事で何度も美味しい経験が
できました。ミノの湯引きは、コリコリ感も良く、やみ
つきになりそうです。　　　　　　　　　　（大田）

〒710-0055
倉敷市阿知2-19-29 エトワールビル2F
営業時間/17：00～23：00
定 休 日/不定休
HP/https://www.hotpepper.jp/st

食べ放題コース（5,000円）食べ放題コース（5,000円）

ミノの湯引き（825円）ミノの湯引き（825円）

梁原啓一郎副店長梁原啓一郎副店長
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鷗州塾 倉敷校

倉敷物語館
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セブンイレブン
倉敷駅前店
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倉敷税務署だより

倉敷労働基準監督署

働き過ぎていませんか？
～11月は過労死等防止啓発月間です～

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「チャット（会話）」と「ロボット」を組み合わせ
た言葉で、質問したい内容をメニューから選択する
か、文字で入力すると、AI（人工知能）を活用して
自動で回答するウェブサービスです。 

国税庁 ふたば 倉敷税務署 

 

AIチャットボットとは 

＂ふたば＂がお答えします 

 税 に 関 す る 疑 問 は 
A I チャットボットの 
ふたばにご相談ください。 

税務職員ふたば 

スマホでのご利用
はこちらから！ 

24時間いつでもご利用いただけます。 

※メンテナンス時間を除きます。 

11月は「しわ寄せ」防止
キャンペーン月間

～大企業等と下請等中小事業
者は共存共栄！適切なコス
ト負担を伴わない短納期発注
や急な仕様変更などはやめま
しょう！～

　厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会は、
11月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間と位置づ
け、「しわ寄せ」防止に向けた集中的な周知・啓発
の取組を行っています。
　詳しくは、「しわ寄せ」防止サイトをご覧いただ
くか、岡山労働局雇用環境・均等室にお問い合わせ
ください。

「しわ寄せ」防止特設サイトURL
https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/
【お問合わせ先】
岡山労働局雇用環境・均等室 TEL.086-225-2017

　労働時間は近年減少傾向にあるものの、一部の企業では、
依然として過重労働の実態が認められます。また、過労死
等に係る労災認定件数も、引き続き高水準で推移しています。
　このような状況の中、令和２年４月１日から時間外労働
の上限規制が中小企業にも適用されており、また、令和５
年４月１日からは月60時間を超えた時間外労働に対する割
増賃金率が50％となる法改正が中小企業にも適用されるた
め、過重労働解消に向けた気運の醸成を行う必要があります。
　厚生労働省では、「過重労働解消キャンペーン」を11月に
実施し、過重労働解消に向けた取組を集中的に実施します。
　過重労働は様々な健康障害を引き起こす危険性がありま
す。また、作業効率の低下、離職者の増加など、企業にとっ
てもメリットがありません。
　過重労働を解消し、働きやすい職場環境づくりにご協力
をお願いします。

お問い合せは、倉敷労働基準監督署
TEL. 086－422－8177まで

長時間労働が疑われる企業に
対する監督指導結果

過労死等に係る労災補償状況

倉敷市保健所
健康づくり課 健康管理係
〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9820　FAX 434―9805

　健康増進法が改正され、令和２年４月１日から施設
内は原則「屋内禁煙」となりました。

受動喫煙対策は
　　できていますか？

倉敷市保健所は、市民の
健康づくりを応援します。

●施設の一部に「喫煙専用室」又は「加熱式たばこ専用喫煙室」
を設置することは可能ですが、次の対応が必要です。

●既存の飲食店（令和２年４月１日より前から営業している店）の
うち小規模な店舗については経過措置として店内を喫煙可能と
することができます。ただし、次の対応が必要です。

標識の掲示

標識の掲示

20歳未満の人の立入禁止

20歳未満の人の立入禁止

室外への煙の流出防止措置

保健所への届出

・喫煙専用室：喫煙のみが可能。飲食等は不可。
・加熱式たばこ専用喫煙室：加熱式たばこのみ喫煙が可能。飲食等は可能。

※標識は倉敷市保健所でお渡ししています。（数量限定）
　厚生労働省Webサイト「なくそう！望まない受動喫煙」
　からダウンロードすることもできます。　→→→

※詳しくは、「倉敷市　健康づくり課　受動喫煙対策」
　ホームページをご覧ください。　→→→

原則は屋内禁煙です。
望まない受動喫煙をなくすとともに、禁煙による働く人の健康づく
りも進めていきましょう！
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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

ビジネス総合保険 会員は保険料が割安に
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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10月調査結果）
業況DIは、３カ月ぶりの改善もコスト増が重荷に先行
きは、円安や物価高の継続への警戒感強まる

※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

10月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11～１月
全産業

建 設

製 造

卸 売

小 売

サービス

▲28.9

▲22.1

▲14.7

▲32.1

▲42.2

▲34.8

▲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

▲20.7

▲29.9

▲20.1

▲21.1

▲29.4

▲8.1

▲22.2

▲26.3

▲24.1

▲23.2

▲32.0

▲9.4

2022年2021年

　水際対策の緩和や全国旅行支援による客足の回復で、飲
食・宿泊業などのサービス業や、百貨店などの小売業で業
況が改善した。また、卸売業も小売業・サービス業向けの
引き合い増加に牽引されて業況が改善した。製造業でも消
費者向けの飲食品関連や日用品の受注増により業況が改善
した。一方、建設業では、建設資材価格の高騰が続いており、
価格転嫁も十分に行えず、業況悪化が継続した。感染状況
が小康状態となり、売上増加が見込まれるが、資源・原材
料価格高騰の長期化や、150円台まで進んだ円安等によるコ
スト増がさらなる重荷となり、中小企業の業況は改善を示
すも力強さを欠いている。

　経済活動が正常化に向かう中、設備投資等の民間工事の
受注増を期待する声が建設業で聞かれた。一方で、資源・
原材料価格の高騰や円安の継続、人手不足に伴う人件費増
加や電気代の上昇等、数多くのコスト増要因による企業経営

への影響が懸念される。さらに、欧米のインフレ対策等によ
る世界経済の鈍化への不安感も重なり、中小企業の先行き
は警戒感が強まっている。

 全産業合計の業況DIは、▲20.7（前月比＋2.6ポイント）

 先行き見通しDIは、▲22.2（今月比▲1.5ポイント）

業務日誌（10月度）
1日 新倉敷商工会館竣工記念式典・祝賀会、記念碑除幕式、EV納車式、感謝の夕べ
2日 KURASHIKI〜至極の逸品〜くらしきフェア

青年部 Adapt to Change!!〜変化に対応して未来を切り開く〜（ハイブリッド）
3日 インボイス制度個別相談会（19日、31日も）
4日 （一社）岡山県商工会議所連合会10月専務理事会（ハイブリッド）

第50回倉敷天領夏祭り第６回企画会議
倉敷珠算振興会第５回検定競技部会

5日 第42回会員事業所健康診断（〜10/7）
青年部第７回役員会

7日 第40回岡山県商工会議所青年部連合会親睦ゴルフ大会
8日 第54回全国商工会議所女性会連合会福島全国大会（ハイブリッド）

11日 倉敷フォトミュラル予告布設置作業
チームＫ６企画会議
青年部第７回例会（玉島・児島・倉敷３ＹＥＧ合同例会）（ハイブリッド）

12日 広域商工会議所連携協定調印式
13日 観光委員会第４回正副委員長会議

日本商工会議所青年部第310回役員会等諸会議、令和５年度第１回役員予定者（候補者）会議（ハイブリッド）
14日 第４回建設委員会

倉敷屏風祭プレオープン
15日 倉敷屏風祭（〜10/16）

女性会倉敷屏風祭協賛バザー
16日 高梁川流域「倉敷三斎市」

高梁川流域「倉敷三斎市」城崎コミュニティ視察受け入れ
17日 第３回選挙管理委員会

消防設備点検、防火設備定期点検
18日 医療福祉部会第２回メンタルヘルス個別相談会
19日 日本商工会議所第24回産業経済・第24回観光・第25回地域活性化・第14回エネルギー・環境合同委員会、

第13回国際経済・第19回労働・第18回情報化・第12回国民生活合同委員会（ハイブリッド）

新任管理者研修（〜10/21）
20日 岡山県商工会議所女性会連合会会員講演会

日本商工会議所第26回中小企業委員会、第719回常議員会（ハイブリッド）
21日 カラーコーディネーター、ビジネス実務法務検定試験開始（〜11/7）

日本YEG第40回中国ブロック大会廿日市大会他（〜22日）
23日 第226回珠算能力検定、第145回暗算検定、第136回段位認定試験
24日 倉敷フォトミュラル作品設置作業
25日 倉敷フォトミュラル（〜11/13）

第７回小規模事業者経営改善資金審査会
26日 第39回正副会頭専務理事会議

第600回常議員会
第187回臨時議員総会
定時法律相談（水島）

27日 会報11月号編集会議
女性会第196回役員会
くらしき美観地区事業者振興会設立総会

28日 青年部第８回常任理事会
「小さな親切」運動実行者表彰審査委員会

　ビジネス総合保険は、賠償責任（生産物、リコー
ル、情報漏えい、サイバー、施設、事業活動遂行等）
リスクの補償、事業休業の補償、財産・工事に関わる
補償を一本化して加入できます。商工会議所会員は、
保険料が割安になります。
問い合わせは産業振興課（TEL.424-2111）まで。
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 大原美術館の礎となる名画を収集した児島虎次郎は、大の古代エジプト
ファンでもありました。大原美術館のコレクションにも、彼が収集した古代
エジプトの遺物が数多く含まれています。
 美しいブルーが目を引くこの作品は、紀元前1200年頃にエジプトで作ら
れたもので、死者の胸の上に置くためのペクトラル（胸飾り）です。中央には、
二人の女神に守られるようにして、死者の心臓の代理となる石製のスカラ
ベ（コガネムシの一種）がはめ込まれています。
 残念ながら写真では見えませんが、ペクトラルの裏側には小さな文字で
呪文が書かれています。古代エジプトにも、日本でいうところの「閻魔裁
き」のようなものがあったらしく、この呪文は、その裁きの場で心臓が「本
当のこと」をしゃべってしまわないよう、いわば口封じをしているのです。
 児島も敬愛した偉大なるエジプト文明。でも、古代エジプト人にとって
――おそらく、私たちと同じように――「本当のこと」は、ちょっと都合が
悪いものだったようですね。

エジプト《心臓スカラベ付ペクトラル》
新王国時代 第19王朝（紀元前1292-紀元前1186年頃）ファイアンス、堆積岩11.2×12.7×2.1cm

　人事異動で業務内容や職場環境が変化しました。従来は地域振興に関する事業が主
な担当でしたが、１カ月の研修を経て経営指導員になり、創業相談や労働保険、青年
部事務局などを新しく受け持つことになりました。立場は変わりましたが、指導の成
果や担当事業所の紹介など、これからも会員の皆さまに役立つ情報発信に努めます。
年末に向け寒さが厳しくなってきますが、体を動かした後、おいしい食べ物をしっか
り食べ、冬に向けてエネルギーを蓄えたいと思います。　（岡本）

　エジプトの遺物は副葬品が多く、
昔は「気持ち悪いな」と思ってました
が、今では「同じ人間、同じ人生」とい
う感覚。怖くなくなりました。少しずつ
あの世が近づいているからかも…？

知られざるOHARA Vol.26 

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/

Vリーグ参入が決定!!
チーム一丸で挑戦

vol. 07

倉敷から全国へ

倉敷ablaze アブレイズ

　この度、Vリーグ参入に必要なS３ライセンスの取
得が決定し2023-24シーズンからVリーグに参入いた
します。
　チーム始動から４年目を迎える中で、様々な形で
応援や支援をしてくださる方々にこの様な報告がで
きることを嬉しく思います。
　倉敷アブレイズをもっと多くの方に知っていただ
き応援してもらいたいという気持ちはもちろん、倉
敷初のプロチームとして誇りをもち、これまで応援
していただいた方々に感謝の気持ちを込めて挑戦し

て参りたいと思います。さらなる高みを目指し、チー
ム一丸となって倉敷を！スポーツ界を！日本を元気
にしていきたいと思います。
　引き続き、倉敷アブレイズへのご声援をよろしく
お願い致します。

一丸となって試合に臨む選手たち
（７月30日、山形市総合スポーツセンター）

公益財団法人

大原美術館
学芸課長

𠮷川 あゆみ
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