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　「倉敷いい友」６回目は、12年ぶりの女性副会頭に就任した（公財）大原美術館理事長の大原あかね氏。京都の自
宅から週５日通う超多忙な日々でしたが、約７年前に居を移し「身も心も倉敷人」になれたと思ったそうです。

美術館の初仕事は３歳
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５団協ITセミナー

倉敷アブレイスVリーグ
昇格祝賀会

　大原美術館での初仕事は３歳のときです。昭和45年11月
９日、東洋館オープニングのテープカットのため、京都か
ら出席しました。しかし、ハサミがうまく使えず失敗。当
時の藤田慎一郎館長は大慌て、最終的に母が切りました。
　東京で生まれ、父が学んでいたアメリカに渡った後、１
歳から大学に入るまで、京都に住んでいました。
　幼稚園のとき、水着を着るのを忘れてプールに飛び出す
おっちょこちょいな子でした。スポーツはからきし苦手
で、小さなころから水泳教室に通っていましたが、気持ち
よく泳げた記憶がなく、カルキのにおいのするプールの水
にブクブクと沈んだことしか覚えていません。
　また、スポーツが苦手なのにもかかわらず、「男の子の
クラブ」と言われていたのが悔しくて、ソフトボール部に
入るような天邪鬼（あまのじゃく）なところもありました。

理事長就任を機に京都から倉敷へ
　父から倉敷の仕事をしてみないかと言われ、平成12年に
大原美術館理事に就きました。美術館での仕事は年２回程
度でしたが、仕事をすることが少しずつ増えてきて、年２
回が毎月、月２回、毎週、週５日と徐々に増加。平成28年
の理事長就任と同時に倉敷に居を移すことにしました。
　京都と比べ、倉敷は非常に住みやすい所です。寒すぎず、
暑すぎず、とても心地いいです。生活を大事にしながら、
仕事している方が多く、私も両立できているのはありがた

いと思っています。
　美観地区にはいろいろなミュージアムがあり、土地の力
が感じられます。高梁川に行っても川べりにいるだけでパ
ワーがもらえ、瀬戸内海は穏やかで神々しさを感じます。
　音楽で一番感動したのは、大学生のときです。茨城県つ
くば市で聴いたアムステルダム・コンセルトヘボウ（現ロ
イヤル・コンセルトヘボウ）管弦楽団の公演には、雷に打
たれた感じでした。数年前、CD152枚組の125周年記念ボッ
クスを思い切って購入し、愛聴しています。
　生き物を飼うのも結構好きです。メダカとか、ザリガニ
とか、カブトムシの幼虫とか、カタツムリとか。今は水槽
に貝が自生しています。また、先輩経営者からアロマにつ
いて教えてもらう機会があり、家で香りを楽しんでいます。

テープカットに挑戦する３歳の大原副会頭
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新分野展開、事業転換、業種転換等をサポート
事業再構築補助金で新たな挑戦

　コロナ禍が長引く中で、既存事業は苦境に立たされ、新たな挑戦が求められています。令和３年３月に始まっ
た事業再構築補助金は、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編をサポート。令和５年１月13日
（金）に第８回公募が締め切られるのを前に、当所中小企業相談所の支援を受けた活用事例を紹介します。

　（取材・文／中村 征貴、末澤 佑樹）

　（株）のぞみ（倉敷市帯高、高山五三郎代表取締役）
は、Webサービス「FooDeri（フーデリ）」事業の展開
で、新たな需要開拓に取り組んでいます。
　同サービスは、日時・個数・金額を決める提案型と
既存商品を選ぶ２種類で、お弁当やオードブルの発注
ができます。提案型では、アレルギー対応をはじめ利
用目的、料理ジャンルなどを選択し、対応可能な出店者
からの連絡を待ち、出店者への質問や相談もできます。
　クレジットカード決済やコンビニ払いに対応し、事
業者・団体向けに請求書払いも準備。配送エリアは岡
山市、倉敷市、総社市、早島町で、店舗受け取りも選
択できます。令和５年１月からは、利用者自らメニュー
を選び、オリジナル弁当を作るサービスも開始する予
定です。
　同社は４年前、ITの専門家だった高山斉樹氏が専務
取締役に就任。紙ベースで管理していた受注内容や配
達予定などの受注管理ツールを独自に開発し、デジタ
ル化を進めてきました。
　そして、コロナ禍で売り上げが30％以上減少する中
で、ネットを活用した販路開拓を図ることにしました。
　高山専務は「料理のジャンルを増やし、少しずつ店
舗も増やし、配送エリアも徐々に広げていきたい」と
意気込んでいます。

　祝寿庵（しゅくじゅあん）（倉敷市二日市、守屋信道代
表）は、製あん所を新設し、あんこを活用した商品開発
とインターネット販売で、事業再構築に挑んでいます。
　祝寿庵は５月14日（土）、同市二日市の古民家を再生
してオープン。同店のあんは、小豆・白ザラ糖・塩・水の
みで、素材にこだわった甘さ控えめ。フードロスを防ぐ
ため、商品は受注販売のみ。専用サイトで注文し、毎週
金土日曜日の午前中のみ同店で商品を受け取れます。
　新商品「ベイクドあんチーズケーキ」は、倉敷市のふ
るさと納税返礼品にも登録されました。
　守屋代表は、令和元年にタピオカドリンクのテイク
アウトショップを倉敷美観地区に出店。緊急事態宣言
が初めて出されて以降、売り上げは75％以上減少しま
した。
　新規事業検討のため、今後の成長分野を探求。砂糖
を一切使わず麹（こうじ）で小豆を発酵させた体に良い
「発酵あんこ」に可能性を見出しました。消費者の声も
聞きながら試作を繰り返し、発酵あんこそのものは採用
しませんでしたが、体に良いあんこ専門店として事業展
開することにしました。
　守屋代表は「20代から30代の女性が多く、今後は
ポップアップストアや、新商品で全国に販路を広げてい
きたい」と強調しています。

集特

ネットで利用者に弁当提案
㈱のぞみ

体に良いあんこで事業展開
祝寿庵

チラシを手に意気込みを語る高山専務 一押しの紅白あんぱんを手に持つ守屋代表



　
　企業の思い切った新分野展開や事業転換などを支援
する「事業再構築補助金」は、国の令和４年度第２次
補正予算成立に伴い、第９回の公募が始まる見通し
です。
　倉敷市内ではこれまで219事業者（うち当所支援12
事業者）が採択（第６回まで）。補助上限は、同３年
３月のスタート時は１億円でしたが、第９回では５億

円に拡大され、物価高騰対策・回復再生応援枠、産業
構造転換枠など６枠が設けられる見通しです。補助率
は事業規模等に応じて２分の１から４分の３です。
　補助対象は建物の建設費や改修費、機械装置、ソフ
トウエア等の購入費、広告宣伝費など。
　申請は電子申請のみで、GビズIDプライムアカウン
トの登録が必要です。
　問い合わせは倉敷商工会議所中小企業相談所
（☎086-476-1005）へ。

補助上限は最高５億円に
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　（株）ラピス（倉敷市阿知３丁目、大山正史代表取締
役）は、技能実習生や家族滞在者向けの日本語教育と
生活支援を新たに開始します。
　同社が経営する「倉敷外語学院」は、ベトナム、ネ
パール、ミャンマーなど、主にアジア圏からの留学生に
日本語教育を行ってきました。入学予定の留学生のほ
とんどが、コロナ禍による入国制限で来日できず、一時
は売り上げが70％以上減少しました。
　「特定技能制度」で来日する外国人は、日本語教育、
その他の生活全般のサポートが必須。外国人を受け入
れたい企業は多いものの、自社でこれらの条件を満た
す中小企業はまれでした。
　ここに同社のノウハウを活用でき、労働力人口の減
少に伴う外国人労働者のニーズが高まることも見込ま
れます。
　新分野では、既に来日している技能実習生や家族滞
在者向け等の日本語教育と生活支援を行います。令和
５年１月稼働を目指し、自社所有物件を改装し新たな
教室を整備。大教室は間仕切りで区分けでき、最大３
教室で授業ができます。
　大山社長は「介護の現場では、人材不足で施設の部
屋は空いているのに受け入れができない施設もある。
日本語教育に困る事業者は是非利用してもらいたい」
と呼び掛けています。

　（株）ふるいち（倉敷市阿知２丁目、栗坂孔之代表取
締役社長）は、新たな販売手段として、岡山県内初とな
る自動販売機による冷凍うどんの販売を始めました。
　８店舗で導入した自動販売機では、袋のまま電子レ
ンジで解凍して食べられる新商品「お皿のいらないシ
リーズ」を開発。通信販売限定だった和菓子もライン
アップに追加しました。売り上げは月平均60万円ほど
で、着実に成果を挙げています。
　また、自動販売機の導入によって従業員のアイデア
を形にしやすくなり、パート従業員から提案があったエ
ビ天販売はすぐに実施しました。
　昭和23年創業の同社は、麺類や和菓子の製造販売
を行っており、県内を中心に11店舗を展開。倉敷名物
「ぶっかけうどん」は年間200万人が食する人気商品。
ご当地うどん日本一決定戦「うどん天下一決定戦」で、
平成28年から２年連続で優勝しました。
　しかし、コロナ禍で売り上げが激減。新たな販売手
段として非対面、非接触、24時間の販売が可能な自
動販売機による冷凍うどん販売に取り組むことを決
めました。
　今後について栗坂社長は「自動販売機はテストマー
ケティングの場にもなっている。自動販売機で新しい商
品を提案し、お客様からの評価が良ければ本格的に展
開していきたい」と話しています。

　

外国人労働者の生活支援も
㈱ラピス

県内初の冷凍うどん自販機
㈱ふるいち

導入した自動販売機と栗坂社長広々とした教室で抱負を語る大山社長



ITツールの導入事例紹介 ― ５団協が８回目のセミナー ―
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令和４年度くらしき起業塾＆個別相談会
流域の21名に基礎知識を説明
　倉敷商工会議所中小企業相談所は、11月５日（土）、
12日（土）、19日（土）26日（土）の４日間、令和４
年度くらしき起業塾＆個別相談会を開催し、高梁川流
域圏内にて新たに事業を始める方を中心に21名が参加
しました。
　セミナーは４日間ともオンラインで実施。講師は、
ジャイロ総合コンサルティング㈱代表取締役社長の渋
谷雄大氏他３名が務めました。
　起業にハードルを感じている人、何から始めればい
いか分からない人が対象で、４日間でビジネスプラン
作成の意味・事業計画の考え方等、「創業計画書」作
成に役立つ内容を分かりやすく説明しました。

　カリキュ
ラムの中で
グ ル ー プ
ワークを実
施 し、「 新
たな気付き
もあって参
考 に な っ
た 」「 困 っ
て い る こ
とを共有できてよかった」など受講者同士のコミュニ
ケーションも深めることができました。

　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11月17日

（木）、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８回目。今回は12名が参加し、講師を
務めた㈱Orb代表取締役の河合七美氏は「業種によっ
て必要なツールは異なるが、世の中にどのようなツー
ルがあるかを今回のセミナーで学んでほしい」と述べ、
ITの身近な導入事例を説明。
　自社に向いているITツールの探し方や判断基準につ
いても解説し、「ITツールの導入で事務作業は楽になる
かもしれないが、IDやパスワードを厳重に管理する必
要があるので注意してほしい」と強調しました。
　次回の倉敷商工会館での開催は令和５年１月26日（木）

で、 河 合 氏
と C H A T 
NOIR の 妹
尾育代氏が

「成果につな
げ る！SNS
活用実践セ
ミナ ー」 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。

オンラインで開催されたセミナー（11月５日）

ITツール活用セミナー（第４・５会議室）

資金調達力アップセミナー

金融機関からの見方を解説
　倉敷商工会議所中小企業相談所は11月28日（月）、「資
金調達力アップセミナー」を開催し、小規模事業所を
中心に８事業所10名が参加しました。

　講師の安
藤覺中小企
業 診 断 士
が「金融機
関が資金を
貸したくな
る企業」を
テ ー マ に、
企業会計の

基本構造や貸借対照表の見方について説明。資金使途
を明確にすることの重要性や危ない貸借対照表の例、
金融機関から見た決算書のポイントについても紹介し
ました。
　参加者は「金融機関からどう見られているのかがわ
かった」「今日聞いたポイントを改善していきたい」
と話していました。
　小規模事業者の資金調達には、無担保・無保証人・
低金利のマル経融資（経営改善資金融資制度）があり、
商工会議所による支援を受けて事業資金を調達でき
ます。詳しくは中小企業相談所指導課（☎︎086-476-
1005）までご相談ください。安藤中小企業診断士が軽快に解説



第70回第70回優良商工従業員表彰式優良商工従業員表彰式
初のハイブリッド形式で開催初のハイブリッド形式で開催

倉敷お宝発見マルシェ 2022秋 inあちてらす倉敷

秋限定のランチ、 平日でも完売続出
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　倉敷商工会議所中小企業相談所は11月８日（火）か
ら３日間、あちてらす倉敷オープンスペースで「倉敷
お宝発見マルシェ2022秋inあちてらす倉敷」を開催、
平日にもかかわらず完売が相次ぎました。
　本イベントは「倉敷市立ち上がろう！『まち活』応
援事業費補助金」事業で、倉敷まちづくり㈱と共催、
倉敷市の後援を受け実施。
　コロナ禍でのキッチンカーや移動販売の取り組みを
支援し、同時に賑わいを創出することで、飲食店の販
路拡大の機会と消費者のニーズ拡大を目指しました。
　キッチンカーや移動販売を行っている飲食店を募っ
たところ、倉敷市内を中心に10事業所が各日４～５店
を出店。ビジネスマンや近隣住民に「秋」をテーマと
したお弁当、ドイツパン、清水白桃入り千屋牛スジカ
レー、タコスなど期間限定のランチを販売しました。
　出店者の販路拡大につなげようと、開催前に新聞折
り込みや周辺施設へのポスティング、店頭POPの作成

といった広報支援も実施。平日のマルシェ開催は初の
試みでしたが、当初想定していたターゲット以外にも
多くの住民や観光客が訪れ、来場者数は３日間で700
人近くになりました。
　出店者やお客様からは「このような企画を今後も続
けてほしい」といった声が多く寄せられました。

　優良商工従業員表彰式が11月22日（火）、倉敷商工
会館で開催され、オンラインも活用した初のハイブ
リッド形式で行われました。
　今回の受彰は、30年以上勤続者が29事業所53名、10
年以上勤続者が42事業所69名の合計122名。表彰式は
７階会議室で行われ、新型コロナウイルス感染防止対
策として、勤続10年以上の方はオンラインで参加、随
行者控室は３階会議室に用意し、表彰式の様子はオン
ラインで放映しました。
　井上峰一会頭は「長年研さんを積み、経営者と力を
合わせて成長の原動力となり、地域の発展に貢献され
てきた皆様に敬意と感謝の意を表する」と式辞を述べ、
受彰者代表の（医）天和会松田病院の万田丹美さんに
表彰状と記念品を贈呈。
　勤続30年以上には、別府正樹倉敷市文化産業局商工
労働部長から感謝状と記念品が贈られました。
　受彰者を代表して万田さんは「本日このように表彰

していただけることは身に余る光栄。私たちはこれか
らも、地域や商工会議所のためにさらなる努力をして
まいります」と謝辞を述べました。
　当表彰式は昭和６年に店員職工徒弟表彰として始ま
り、昭和28年から現在の名称で開催。今回で70回を迎
えました。

近隣住民やビジネスマンが来場（11月９日）

表彰状を受け取る万田丹美さん（左）
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はじめまして vol.
❷●❷０

集中力アップには幼児期からそろばんを
　水島で約50年続く塾で、９年前に
笹沖にもあしだか学習教室を開校
しました。当教室はそろばん教室と
学習教室の２面を持ち、幼稚園から
高校生まで幅広い生徒がいます。
　そろばんはもちろん、数学や英
語、簿記やパソコンなど、要望に対

応できるものを教え、勉強に向か
う姿勢や人としての礼儀も指導して
います。
　塾の方針は約50年前から続く母
の方針を残しつつ、今の時代に合
わせたハイブリッドな学習方針を
取り、生徒は畳の上で正座をして授

業を受けています。方針に共感し、
親子３代で通う生徒もいます。
　電卓や表計算ソフトの普及によ
り、そろばんの必要性が無いと感じ
る方もいますが、集中力を高めるこ
とができ、幼児教育ツールとして広
めていきたいと思っています。

　Ura studioは、伝統ある繊維の
町・倉敷市に本拠を構えるライフス
タイルブランドです。
　すべて倉敷市児島の縫製工場で
うまれた裁断残布を使用し、プロダ
クトを構成するデニムや帆布などの
生地としているのが特徴です。

　生地の選定から縫製仕様やデザ
インの考案、縫製まですべての工程
に徹底的に責任とこだわりを持ち、
適正コストをかけて適正な価格でお
届けしています。美しい素材を活か
したベーシックかつ一ひねりあるコ
レクションをお届けしています。

　地元瀬戸内の環境保全と繊維産
業の持続可能な発展に貢献すること
はもとより、デニムや帆布を通じて瀬
戸内エリアの産業や文化の魅力を世
界へ向けて発信するのが私たちの
使命です。残布・残糸をお持ちの方
はお気軽にお問い合わせください。

金田口
交差点

倉敷妹尾線

2

●

●

西田認定
こども園

早島町宮山グランド

瀬
戸
中
央
自
動
車
道

山
陽

自
動
車
道

152

Ura studio
〒710-0027　倉敷市西田
営業時間／HPよりいつでもお問い合わせ可能
定　休　日／店舗なし（ECサイトのみでの販売）
https://urastudiostore.com/

代　表　舟越　正恵

Ura studio

●

●

●

●

●

●

●

足高神社

倉敷市立
葦高小学校

くらしき健康
福祉プラザ

餃子の王将 笹沖店

274

2
大高
交差点

倉敷市立
倉敷南
小学校

旭化成体育館

倉敷甲羅本店

田中計算塾
あしだか学習教室

代　表　田中　健吾

田中計算塾 あしだか学習教室

残布を生かしてこだわりのコレクション

〒710-0834　倉敷市笹沖197-7
ＴＥＬ　090-1683-3457
営業時間／17：00〜22：00
定　休　日／月、水、金、日曜日
http://www.tanaka-soroban.net/
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Vol.220ナイススマイル

Nice Smile

　唐揚げが大好きで日々研究し、２年前に創業し
ました。
　味の決め手のタレは２種類。甘みの強い九州醤
油をメーンに複数の醤油を加えたものと、地元醤
油屋と時間をかけて共同開発したこだわりの品
です。
　いずれも本醸造の醤油を使用したオリジナルブ
レンド。国産ニンニクやショウガを使用すること

で、醤油が前面にくる味付けに仕上げています。
　唐揚げ以外にも、手羽先、砂ずり、お野菜たっ
ぷりの唐揚げ弁当など、食べ応えのある商品を多
く取り揃えています。店内のお席で、出来立て熱々
の唐揚げもお召し上がりいただけます。
　ご予約はお電話またはInstagramのDMにてお願
いします。今後は幅広く、当店の味を広めていき
たいです。

からあげぜんちゃん
倉敷店
〒710-0824
倉敷市白楽町539-1

TEL 070-8987-0961
営業時間
平　日…11：00～13：30、16：00～20：00
土日祝…11：00～20：00

定　休　日　火曜日、その他

自社HP https://www.instagram.com/
karaagezenchan_kurashiki/

　調理や配膳等すべて女性スタッフのみで行う新感
覚ガールズ海鮮居酒屋です。
　店内は開放感あるオープンキッチンを採用し、調
理も間近で見られます。お客様とコミュニケーショ
ンがとりやすいアットホームなお店です。
　料理は旬の魚を提供しています。看板メニューは、
店内水槽より揚げたカワハギのお造りです。地酒等
のお酒も多く揃えています。女子にも嬉しい週替わ

りケーキもあります。A５ランクの和牛たたきなど
肉料理も自慢です。
　11月５日（土）と６日（日）に１周年感謝祭を開
催し、多数のお客様で大いに賑わいました。
　新年会のご予約も随時受け付け中です。120分
4,500円からのコースもご用意しています。カウン
ターのほか個室もあり、最大30名様まで貸し切り
可能です。

倉敷海鮮居酒屋　
CHAKI
〒710-0057
倉敷市昭和2丁目1-69

TEL 080-2463-1011
営業時間　17：30～24：00

定　休　日　水曜日

メ　ー　ル

自社HP

chakiiiii1011@gmail.
com

https://www.instagram.
com/chaki_kurashiki/
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写真をまちづくりに生かす「倉敷フォトミュラル」が10月25日（火）から11月13日（日）まで、倉敷駅前アーケード
と天満屋倉敷店の２会場で開催されました。「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点の応募となり、ともに過去最多を記録。
写真評論家の飯沢耕太郎氏による作品選出が９

月１日（木）に行われ、全応募作品の中から65点を
選出。選出された作品のうち大型布にプリントした
55点を倉敷駅前アーケードに展示し、残りの10点は、
天満屋倉敷店２階で展示されました。11月３日（木）
には、倉敷市芸文館アイシアターで飯沢氏による作
品講評会を開催。多くの人が参加しました。
令和５年の展示は「華（はな）」と「ねこ」の２

つをテーマに作品を募集する予定です。
平成16年にスタートした「倉敷フォトミュラル」

は、新型コロナウイルス感染症の影響で中止された
令和元年をはさみ、今回で18回目を迎えました。

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

倉敷フォトミュラル   ─ 「ときめき」 と「ねこ」 の２部門 ─

過去最高の1,474点から厳選された65点を展示

倉敷駅前商店街で展示した「ねこ」がテーマの作品

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
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があり、２部門を合わせ384名から1,474点の応募となり、ともに過去最多を記録。
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つをテーマに作品を募集する予定です。
平成16年にスタートした「倉敷フォトミュラル」

は、新型コロナウイルス感染症の影響で中止された
令和元年をはさみ、今回で18回目を迎えました。
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過去最高の1,474点から厳選された65点を展示

倉敷駅前商店街で展示した「ねこ」がテーマの作品

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
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市民会館

美観地区
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倉敷物語館
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429

倉
敷
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入会員新
事業所名 業　　　　種 所　在　地

高岩　美咲 リラクゼーション業 連島町西之浦323-11 セジュール大伸202号

アンドエヌティーケー㈱ エステ、脱毛 西阿知町32-3 ローズヒルズ502

㈱上村工業 熱絶縁工事 福田町福田2387-7

㈱O'sカンパニー 建設業 中畝6-8-13

㈱心稀工業 建設業 北畝1-3-35

㈱共進工業 総合建設業 連島町西之浦947-1

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）
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1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 日

2 月

3 火 年末年始休業（12/28〜）
4 水

 5 木

6 金

7 土

8 日

9 月

10 火 青年部第10回役員会
11 水 第３回正副会頭・専務理事会議

新年祝賀会
第163回簿記検定試験（２・３級）受付開始（〜1/20）

12 木 インボイス制度個別相談会
13 金 女性会令和５年新年祝賀会

令和４年分所得税確定申告説明会
定時法律相談

14 土 日本商工会議所青年部第312回役員会等諸会議
15 日 高梁川流域「倉敷三斎市」
16 月 令和４年度所得税確定申告説明会

17 火

18 水 藺製品・雑貨部会「ギフト・ショー」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
インボイス制度個別相談会

19 木

20 金

21 土

22 日

23 月 青年部第10回例会・新年賀詞交歓会
令和４年分所得税・消費税確定申告研修会

24 火

25 水 第４回正副会頭・専務理事会議
定時法律相談

26 木

27 金 青年部第11回常任理事会
28 土

29 日

30 月

31 火

無料相談は、電話による予約制です。（相談時間は一人30分）中小企業相談所【電話476−1005】まで予約ください。
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Kurashiki CCI Business Women's Club

　

Young Enterpreneurs Group

青年部

令和５年度会長予定者に田仲学副会長が内定

　倉敷商工会議所青年部の令和５年度会長予定者に田
仲学副会長（㈱宮仲工業代表取締役社長）が内定いた
しました。田仲令和５年度会長予定者は平成25年に当青
年部に入会し、これまで副会長を３度歴任。これから来
期に向かって、準備が本格化します。当青年部の新しい
リーダーのお引き立てを賜りますよう何卒よろしくお願
い申し上げます。

第40回中国ブロック大会廿日市大会に参加
　10月21日（金）、22日（土）の両日、第40回中国ブロッ
ク大会廿日市大会が開催されました。同大会は新型コ
ロナウイルス感染症の影響もあり、３年ぶりの現地開催。
会場には約1,400人のYEG会員が現地に集まり、開催を
喜び合いました。
　宮島を背にした観光地である廿日市市の特徴を生か
し、観光、グルメ、ビジネスを楽しめる内容となってお
りました。そしてウッドワンさくらぴあで行われた記念
式典では、大会会長の大島光人会長（廿日市YEG）が
大会にかける熱い思いを、中国地方各単会から集まっ
た会員に語っていました。
　次回は山口県の柳井市で開催されます。会員同士の
交流が促されるような良い大会にしていきたいです。

　倉敷商工会議所女性会は、11月３日（木）、倉敷アイ
ビースクエアにて「創立30周年記念式典」を開催しまし
た。竹内照会長をはじめ会員39名が出席し、井上峰一倉
敷商工会議所会頭や高田美紀子岡山県商工会議所女性
会連合会会長をご来賓に迎え、永年役員表彰や記念事
業の発表を行いました。
　竹内会長の式辞に続き、井上会頭と高田県女連会長
よりご祝辞を賜った後、市瀬優子全国商工会議所女性
会連合会会長からのお祝いのメッセージが読み上げられ
ました。
　歴代会長感謝状贈呈では、吉本やよい第６代会長、
大森ひとみ第７代会長、丸山洋子第８代会長に感謝状
と花束が贈呈されました。続いて永年役員表彰も行わ
れ、代表して丸山洋子直前会長が賞状と記念品を受け
取り、謝辞を述べられました。また、20周年以降に事
務局を担ってくれた商工会議所担当者に対し感謝状を
贈呈しました。

　吉本やよい実行委員長による記念事業発表では、①記
念式典・祝宴の開催、②新倉敷商工会館建設協力金へ
の寄附、③永年役員表彰、④周年記念誌の発行、⑤永
田妙子様の名誉顧問への推戴の五つが掲げられました。
　式典後は、大原あかね副会頭による乾杯の発声で祝
宴を開催し、美味しい食事に舌鼓を打ちつつ、アトラク
ションとして、パンフルートユニット「Panみちゅ」に
よる演奏を皆で楽しみました。最後に、大森ひとみ副実
行委員長による閉宴の挨拶をもって終了しました。
　無事30周年を迎えられた私達ですが、現状に満足せ
ず、次の35年、40年に向けて、凛と信をもって連帯し、
地域経済の発展と社会福祉の増進に向け、気持ちを新
たに邁進する所存です。

分科会（ビジネス交流会）に参加したメンバー

式典に出席し決意を新たにする会員

田仲学次年度会長予定者（左）と佐藤健太会長（右）

Kurashiki CCI Business Women's Club

倉敷商工会議所女性会
創立30周年記念式典
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岡山県内の地場企業を対象に企業活動の現状と見通しについて四半期毎（３月・6月・９月・12月）に平成1０
年12月から調査し、地域経済状況を的確に把握することを目的として皆様に特徴的な動きをご報告します。

岡山県の景気観測調査

※�DIは各調査項目について判断の状況を示す。ゼロを基準として、プラスの値は景気の上向き傾向（「良い」）の回答割合が多
いことを示し、マイナスの値は景気の下向き傾向（「悪い」）の回答割合が多いことを示す。
　DI＝（増加・好転など「良い」の回答割合）－（減少・悪化など「悪い」の回答割合）

「仕入価格の上昇と新型コロナ感染拡大第７波の影響で、景況ＤＩは２期ぶりに悪化」
　景況全体では、前年同期（令和3年7～9月）と比べて、「好転」から「悪化」を差し引いた総合ＤＩ値は▲15.0となり、
前期に比べ0.5ポイント低下し、２期ぶりの悪化となった。�
　製造業や建設業において、生産額・売上額が改善したことや価格転嫁が進んだことで収益性が改善した一方で、小
売業・サービス業では新型コロナウイルスの感染拡大第７波の影響などで売上が低迷した。�
　経済活動の本格的な再開が期待されるものの、仕入価格の上昇が３期続けて調査開始以来最悪を記録し、円安傾向
の是正も見通しが立たないことから、地域経済の先行きは予断を許さないと考えている。

景気観測調査の詳細結果については、当所ホームページ（http://www.kura-cci.or.jp/manage/manage_
research/）から「岡山県商工会議所連合会」掲載の概要報告をご覧ください。

■調査方法／FAX・WEBアンケート（DI方式）　■調査対象／572社（県下商工会議所会員）　■調査時期／９月中旬　■回答企業／520社（回収率90.9％）
７～９月分 景気観測調査
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景況 2.7-9 2.10-12 3.1-3 3.4-6 3.7-9 3.10-12 4.1-3 4.4-6 4.7-9 今期－前期

総　合       (520) ▲ 49.0 ▲ 41.6 ▲ 32.6 ▲ 21.8 ▲ 22.9 ▲ 19.0 ▲ 27.7 ▲ 14.5 ▲ 15 .0 ▲ 0 .5

製造業         (175) ▲ 60.1 ▲ 46.4 ▲ 34.6 ▲ 11.7 ▲ 13.1 ▲ 14.0 ▲ 26.7 ▲ 19.1 ▲ 13.2 5.9

建設業           (90) ▲ 18.5 ▲ 30.8 ▲ 23.1 ▲ 25.3 ▲ 15.7 ▲ 16.1 ▲ 16.7 ▲ 19.5 ▲ 18.0 1.5

卸売業           (65) ▲ 48.5 ▲ 37.7 ▲ 29.4 ▲ 23.5 ▲ 21.4 ▲ 14.5 ▲ 22.4 ▲ 14.9 ▲ 18.5 ▲ 3.6

小売業           (75) ▲ 44.7 ▲ 33.3 ▲ 25.3 ▲ 38.5 ▲ 46.8 ▲ 37.0 ▲ 46.2 ▲ 19.2 ▲ 30 .1 ▲ 10 .9

サービス業     (115) ▲ 60.0 ▲ 51.9 ▲ 45.7 ▲ 22.7 ▲ 27.8 ▲ 12.3 ▲ 30.1 0.0 ▲ 3.5 ▲ 3.5

先行き見通し 2.10-12 3.1-3 3.4-6 3.7-9 3.10-12 4.1-3 4.4-6 4.7-9 4.10-12 今期ー前期

総　合         520 ▲ 34.9 ▲ 33.8 ▲ 21.5 ▲ 20.1 ▲ 23.4 ▲ 18.9 ▲ 21.0 ▲ 14.7 ▲ 12.6 2.1

529
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520
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梶原倉敷営業所長、平賀推進員、平井推進員、笠原推進員、
坂本専務理事(後列左から)
柳元推進員、山本推進員、井上会頭、佐藤推進員、福岡推進員
(前列左から)
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共済推進員８名に感謝状授与
　令和４年度共済推進功労者表彰式が11月22日（火）、倉敷
商工会館の会議室で行われました。当所の共済制度普及推進
に尽力し、その功労が顕著であったアクサ生命保険㈱の推進
員８名に井上峰一会頭より感謝状と記念品が授与されまし
た。
　生命共済、特定退職金共済、総合保険共済いずれかの基準
口数で年間挙績口数が150口以上の山本幸子推進員、柳元妙
子推進員、佐藤千里推進員、福岡昌美推進員、中江理乃推進
員、平井晶子推進員、平賀奈央推進員、笠原実沙子推進員が
受彰されました。
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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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 　私の勤めている会社では、１月から
６月を査定期間とする夏季賞与を７月

に、７月から12月を査定期間とする冬季賞与
を翌年１月に支給されていました。また、退職
後であっても査定期間のすべてに勤務してい
た者には、賞与が支給されることになっていま
した。
　私は昨年12月31日に退職したのですが、冬
季賞与の査定期間すべてに勤務していたので
退職後の１月に賞与を支給してもらえました。
この賞与から、健康保険、厚生年金保険、雇
用保険の各保険料が控除されていたのですが、
これは正しいのでしょうか？

　結論としては、雇用保険は控除が必
要ですが、健康保険と厚生年金保険は

控除不要です。

基本のルール：「資格喪失月の前月まで」に支
給された賞与には健康保険料・厚生年金保険
料がかかります。
　「資格喪失月」とは資格喪失日を含む月のこ
とですが、「資格喪失日」とは、退職日ではなく、

「退職日の翌日」のことです。
　例えば12月15日に賞与が支給される会社に
おいて、12月25日に退職される場合、資格喪
失日は退職日の翌日である12月26日となり、資
格喪失月は12月、資格喪失月の前月は11月に
なりますので、12月15日支給の賞与には、健
康保険料・厚生年金保険料はかかりません。
　一方、同じく12月15日に支給される賞与でも、
12月31日退職者は、資格喪失日は退職日の翌
日である１月１日となり、資格喪失月は１月、
資格喪失月の前月は12月となるので、12月中に
支給される賞与に健康保険料・厚生年金保険
料はかかります。

☆賞与については、「いつ働いた分を査定して
いるか」ではなく、「いつ支給されたか」が
ポイントとなります。

☆雇用保険料は、「いつ働いた分か」が問題と
なります。支給日が退職後であっても、雇
用保険の被保険者であった期間に査定され
た賞与なので、雇用保険料はかかります。

Q

A

退職後に支給される賞与に、社会保険料はかかるか

べ

Vol. 225

2090-8062-1003

　令和２年に創業し、リーズナブル価格でおい
しい家庭の味を提供しています。
　店名は演奏家、指導者の家族が習っているお
箏（こと）にちなんでいます。箏の絃（げん）、
斗（と）、為（い）、巾（きん）からいただきました。
　当店はおいしい家庭料理を低価格で食べてほ
しいため、特別な材料や調味料は使用していま
せん。提供する和食、洋食、中華の料理は、家
庭で普段から馴染み深いものを工夫しています。
　日替わりランチは、旬の食材を中心に。野菜
をふんだんに使い、ヘルシーに仕上げています。
　ランチは日替わりを含め３種類をご用意。夜
定食はメーン料理を２品増やしています。定食
の小鉢は毎日メニューを変えています。
　看板メニューの出汁巻タマゴは、出汁の配合
バランスにこだわり、味わい深いのが特長です。
　アルコール消毒や換気のほか、席の間隔に注
意を払うなどのコロナ対策も講じています。
　ディナーにはランチ時には無いサイドメ
ニューも豊富に取り扱っています。

おいしい家庭の味提供
ダシの使い方で深みを

　おいしい家庭の味をリーズナブルな価格でたん能
できます。店舗入口には大きく立派なお箏が飾ってあ
り、思わず見入ってしまいました。代表者の「特別な
食材や調味料は使用しない」という信条から、とても
奥深い家庭料理を味わえました。　　　　　（大田）

〒712-8058
倉敷市水島東常盤町6-18
営業時間/11：00～14：00
　　　　 17：00～20：00
定 休 日/日曜、祝日（土曜はランチ休）
HP/https://www.instagram.com/
to_i_kin/?hl=ja

日替わりランチ（900円）日替わりランチ（900円）

出汁巻タマゴ（550円）出汁巻タマゴ（550円）

川口航稀副店長川口航稀副店長

斗 為 巾

●

●

●

●

水島中央病院

倉敷市立
第五福田小

水島
中央公園

中畝
5丁目公園

水島西栄町

セブンイレブン
水島警察署南店

栄

常盤

八
軒
川
通
り

428
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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

健康な食卓に
特化した展開

倉敷初の
ドライヘッドスパ

ニシナフードバスケットの ｢そっとよ
りそう、ゆたかなくらし｣ を提案する、
健康な食卓に特化したナチュラルブラ
ンド「NishiraL」を展開しています。
「NishiraL」 は、｢ 家 族 の 笑 顔 ｣

｢美味しいごはん｣ ｢素材の味を楽しむ｣
｢旬を知る｣ そんな暮らしを応援してい
ます。

ニシナフードバスケット市役所北店
に新設した「NishiraL」がおすすめ
する食品のコーナー展開や、「食」や

「暮らし」を楽しむWEB講座、イベン
トを実施して
います。

Instagram
を 中 心 に 情
報を発信中！
ぜひご覧くだ
さい。

７月オープン。倉敷初の「（一社）ドライ
ヘッドスパ協会」認定、難関資格「ヘッド
マイスター」保有のスパニストが在籍す
るプライベートサロンです。

完全個室の癒し空間で行う「絶頂睡
眠ドライヘッドスパ」は、頭をほぐして脳
や目の疲労、不眠、ストレスの改善、リフト
アップ効果が期待される、メディアでも
話題の施術です。

男性に人気の「頭皮環境改善ヘッドス
パ」は、頭皮の悩み改善や抜毛予防に効
果的。髪質改善のヘアケアも実施中です。
くつろぎの時間をぜひご体験ください。

住 倉敷市白楽町473（市役所北店）
電 086-454-5300
営 9:00～22:00

  https://www.instagram.com/nishi.ral/

ニシナフードバスケット「NishiraL」

住 倉敷市新田3127-7
電 086-454-6636
営 9:00～19:00（最終受付18:00）

  https://www.nicpic-hairspa.com

月替わりで旬の高級食パン　
こだわりの水と素材で作る「水に

こだわる高級食パン」（２斤950円）
を販売しています。

今年５月より、毎月１日から10日
間限定で、生地に毎月の旬の味わい
を巻き込んだ「月初め食パン」（１
斤950円）を開始しました。12月の

旬の味わいは「鹿児島甘蜜安納いも
あん」です。

国産自然海塩「岩戸の塩」を加え
た「高級山型食パン」（１斤540円）、
国内生産量わずか２％の朱鞠（しゅ
まり）小豆を使った「高級あん食パ
ン」（１斤950円）も取り揃えています。

皆様からのご予約をお待ちしてお
ります。

住 倉敷市阿知1-5-18 コンフォートミユキ1F
電 086-430-2400
営 10:00～18:00（売切次第終了）

  https://www.ginza-nishikawa.co.jp/shop/kurashiki

銀座に志かわ 倉敷駅前店

日本舞踊特有の着付け伝授
日本舞踊の舞台裏で専門の着付け

を施す着付け師です。舞踊着付け特
有の技術を取り入れた現代きもの

（振袖、留袖、訪問着など）の着付
けは「美
しい、楽、
崩 れ な
い」と好
評をいた
だいてお
り ま す。
その技術
を余すと
ころなく

お伝えする教室「きつけ塾こやの」
を令和５年１月より開講いたし
ます。

日本の民族衣裳である「きもの」
を、着付けを通して未来へ繋ぎ、大
切に残していきたいと思っており
ます。Webページ内お問い合わせ
フォーム、公式Lineよりお気軽に
アクセスしてください。

住 倉敷市粒江633
電 090-9069-1448
営 9:00～21:00（要予約）

 https://koyano.style/

きつけ塾こやのNic Pic HAIR & SPA

⃝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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基本のルール：「資格喪失月の前月まで」に支
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なりますので、12月15日支給の賞与には、健
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なります。支給日が退職後であっても、雇
用保険の被保険者であった期間に査定され
た賞与なので、雇用保険料はかかります。
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〒712-8058
倉敷市水島東常盤町6-18
営業時間/11：00～14：00
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定 休 日/日曜、祝日（土曜はランチ休）
HP/https://www.instagram.com/
to_i_kin/?hl=ja

日替わりランチ（900円）日替わりランチ（900円）
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川口航稀副店長川口航稀副店長

斗 為 巾

●

●

●

●
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倉敷市立
第五福田小

水島
中央公園

中畝
5丁目公園

水島西栄町
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倉敷税務署だより

倉敷労働基準監督署

SAFEコンソーシアムをご存じですか？
【安心安全な職場づくりに取り組む事業者の方へ】

倉敷アブレイズＶリーグ昇格
２月３日祝賀会開催決定

　SAFEコンソーシアムは、従業員の幸せのための安全ア
クションを推進する活動体の名称です。
　増加傾向にある労働災害（特に、日常生活でも発生しう
る転倒や腰痛などの災害）の問題を自分ごととしてとらえ、
顧客や消費者も含めた関係者全員で解決を図っていくため、
趣旨に賛同した企業、団体でコンソーシアム（共同事業体）
を構成し、労働災害問題の協議や、加盟者間の取組の共有、
マッチング、労働安全衛生に取り組む加盟メンバーの認知
度向上などをサポートしていきます。加盟は無料です。　
　本事業は「はたらく全業種」を対象としており、業種等
による制限は設けておりませんので、趣旨にご賛同いただ
ける全ての企業、団体に申込みいただけ
ます。

　倉敷アブレイズのＶリーグ昇格祝賀会が、令和５
年２月３日（金）午後７時から倉敷アイビースクエ
ア「エメラルドホール」で開催されることが決まり
ました。
　（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７名で実行委員会（委員長・平松裕㈱コ
ンチネント代表取締役）を組織。さらにチームを盛
り上げようと、昇格祝賀会を開催することになりま
した。
　200人の参加を見込んでおり、当日は倉敷南高校吹
奏楽部によるウエルカム演奏やチームの軌跡を紹介
する映像の上映、選手自己紹介、来シーズンのチー
ムスローガン発表などが予定されています。会費は
１万円（税込）。
　参加希望者は、令和５年１月10日（火）までに
当月号巻末折り込みの申込書に必要事項を書いて、
FAX（0８6-２８１-１９４４）で申し込んでくだ
さい。
　倉敷アブレイズは発足から４年目でライセンスを
取得。令和５年９月にＶリーグ機構へ正式入社し、
「２0２３-２４Ｖ.ＬＥAＧＵＥ」に参入します。

お問い合せは、倉敷労働基準監督署
TEL. 086－422－8177まで

アンバサダー：土田晃之さん

SAFEコンソーシアムポータルサイト

倉敷市保健所 健康づくり課
〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9866　FAX 434―9805

生活習慣病予防健診を受けよう

生活習慣病を予防するために

倉敷市保健所は、市民の
健康づくりを応援します。

がん検診等について
は、QRコードか、イ
ンターネットで「倉敷
けんしんガイド」を検
索してください。

　生活習慣病は自覚症状のないまま進行
する場合が多く、心疾患や脳血管疾患等の
重篤な疾患の要因となります。毎年１回健
診を受け、まずは健診数値があらわす自身
の状態を理解し、生活習慣改善のきっかけ
にしましょう。受診方法等は、加入している
医療保険者に確認してください。（倉敷市
の国保・後期高齢者医療制度加入者には
市から受診券を送付しています）

　太り過ぎは高血圧や脳血管
疾患、心疾患等の循環器疾患、
やせ過ぎはフレイル（心身の衰
え）の原因になる可能
性があります。

　主食・主菜・副菜の揃った定
食スタイルで、バランスのよい
食事を心がけましょう。

　喫煙は、血管を収縮させ血
管の壁を傷つけます。たばこの
煙は周囲の人の健康にも影響
します。
　思い立ったその日から禁煙
を始めましょう。

　有酸素運動と筋トレを生活
に取り入れて今より10分多く
からだを動かしましょう。
うつ病や認知症予防
にも効果があります。

適正体重の維持 バランスの良い食事

禁煙にチャレンジ身体活動・運動の実施



 Kurashiki 15Kurashiki 14 

倉敷税務署だより

倉敷労働基準監督署

SAFEコンソーシアムをご存じですか？
【安心安全な職場づくりに取り組む事業者の方へ】

倉敷アブレイズＶリーグ昇格
２月３日祝賀会開催決定

　SAFEコンソーシアムは、従業員の幸せのための安全ア
クションを推進する活動体の名称です。
　増加傾向にある労働災害（特に、日常生活でも発生しう
る転倒や腰痛などの災害）の問題を自分ごととしてとらえ、
顧客や消費者も含めた関係者全員で解決を図っていくため、
趣旨に賛同した企業、団体でコンソーシアム（共同事業体）
を構成し、労働災害問題の協議や、加盟者間の取組の共有、
マッチング、労働安全衛生に取り組む加盟メンバーの認知
度向上などをサポートしていきます。加盟は無料です。　
　本事業は「はたらく全業種」を対象としており、業種等
による制限は設けておりませんので、趣旨にご賛同いただ
ける全ての企業、団体に申込みいただけ
ます。

　倉敷アブレイズのＶリーグ昇格祝賀会が、令和５
年２月３日（金）午後７時から倉敷アイビースクエ
ア「エメラルドホール」で開催されることが決まり
ました。
　（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７名で実行委員会（委員長・平松裕㈱コ
ンチネント代表取締役）を組織。さらにチームを盛
り上げようと、昇格祝賀会を開催することになりま
した。
　200人の参加を見込んでおり、当日は倉敷南高校吹
奏楽部によるウエルカム演奏やチームの軌跡を紹介
する映像の上映、選手自己紹介、来シーズンのチー
ムスローガン発表などが予定されています。会費は
１万円（税込）。
　参加希望者は、令和５年１月10日（火）までに
当月号巻末折り込みの申込書に必要事項を書いて、
FAX（0８6-２８１-１９４４）で申し込んでくだ
さい。
　倉敷アブレイズは発足から４年目でライセンスを
取得。令和５年９月にＶリーグ機構へ正式入社し、
「２0２３-２４Ｖ.ＬＥAＧＵＥ」に参入します。

お問い合せは、倉敷労働基準監督署
TEL. 086－422－8177まで

アンバサダー：土田晃之さん

SAFEコンソーシアムポータルサイト

倉敷市保健所 健康づくり課
〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9866　FAX 434―9805

生活習慣病予防健診を受けよう

生活習慣病を予防するために

倉敷市保健所は、市民の
健康づくりを応援します。

がん検診等について
は、QRコードか、イ
ンターネットで「倉敷
けんしんガイド」を検
索してください。

　生活習慣病は自覚症状のないまま進行
する場合が多く、心疾患や脳血管疾患等の
重篤な疾患の要因となります。毎年１回健
診を受け、まずは健診数値があらわす自身
の状態を理解し、生活習慣改善のきっかけ
にしましょう。受診方法等は、加入している
医療保険者に確認してください。（倉敷市
の国保・後期高齢者医療制度加入者には
市から受診券を送付しています）

　太り過ぎは高血圧や脳血管
疾患、心疾患等の循環器疾患、
やせ過ぎはフレイル（心身の衰
え）の原因になる可能
性があります。

　主食・主菜・副菜の揃った定
食スタイルで、バランスのよい
食事を心がけましょう。

　喫煙は、血管を収縮させ血
管の壁を傷つけます。たばこの
煙は周囲の人の健康にも影響
します。
　思い立ったその日から禁煙
を始めましょう。

　有酸素運動と筋トレを生活
に取り入れて今より10分多く
からだを動かしましょう。
うつ病や認知症予防
にも効果があります。

適正体重の維持 バランスの良い食事

禁煙にチャレンジ身体活動・運動の実施

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

生命共済制度加入者募集
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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４年11月調査結果）
業況DI は、２カ月連続で改善
先行きは、感染再拡大への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

11月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12～２月
全産業

建 設

製 造

卸 売

小 売

サービス

▲21.1

▲18.2

▲13.7

▲20.8

▲35.2

▲18.9

▲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

▲16.4

▲22.9

▲16.2

▲20.3

▲23.9

▲4.5

▲20.3

▲20.8

▲19.5

▲23.4

▲25.3

▲15.1

2022年2021年

　製造業では、飲食・宿泊業向けの食料品や企業の設備投
資需要に牽引され、業況が改善した。建設業では、堅調な
住宅建設関連等の民間工事に下支えされ、改善した。また、
小売業・サービス業でもインバウンド、全国旅行支援によ
る客足の回復で改善となった。一方、卸売業では、消費者
向け商品の引き合いが増加する中、人手不足に伴う人件費
増等によるコスト増が足かせとなり、ほぼ横ばいに留まっ
た。資源・原材料価格の高騰や人手不足による受注機会の
損失、物価高による消費マインドの低下、十分な価格転嫁
が行えていない等、経営課題は山積するも、経済活動は正
常化に向かっており、中小企業の業況は改善が続いている。

　年末年始商戦を契機とした個人消費拡大や、観光需要の
回復が期待される一方、感染再拡大の兆しから消費マイン
ドのさらなる低下を懸念する声が小売業・サービス業から
聞かれた。加えて、資源・原材料価格の高騰や人手不足に

伴う人件費増加等の継続も見込まれている。厳しい経営環
境が続く中、為替の乱高下や世界経済の鈍化等も危惧され、
中小企業の先行きは厳しい見方となっている。

 全産業合計の業況DIは、▲16.4（前月比＋4.3ポイント）

 先行き見通しDIは、▲20.3（今月比▲3.9ポイント）

業務日誌（11月度）
2日 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（第１回藺製品・雑貨部会）
事業継続力強化計画策定セミナー（第２弾）（ハイブリッド）

3日 女性会創立30周年記念式典・祝宴
倉敷フォトミュラル選出作品講評会（ハイブリッド）

4日 倉敷お宝発見マルシェ2022秋inあちてらす倉敷出店説明会（オンライン）
5日 くらしき起業塾（12日、19日、26日も・オンライン）
6日 倉敷商工会議所青年部ジュニアバレーボールCUP
令和４年度児島湖流域清掃大作戦

7日 青年部第８回役員会
インボイス制度個別相談会

8日 （一社）岡山県商工会議所連合会11月運営委員会（ハイブリッド）
倉敷お宝発見マルシェ2022秋inあちてらす倉敷（〜11/10）

9日 倉敷水島ロータリークラブ新商工会館見学
日珠算連盟岡山県連合会令和４年度第１回理事会

10日 日本商工会議所青年部第311回役員会等諸会議、令和５年度第２回役員予定者（候補者）会議（ハイブリッド）
11日 日本商工会議所青年部第98回通常会員総会、第40回全国会長研修会（〜11/12）

BATIC（国際会計検定）、eco検定（環境社会検定）試験期間（〜11/28）
14日 倉敷フォトミュラル作品撤収作業
15日 令和４年度税を考える週間「小学生の税に関する書道展」表彰式（総社市）

令和４年度倉敷法人学校（〜11/16）
16日 日本商工会議所第25回観光・第27回中小企業・第26回地域活性化合同委員会、第25回産業経済・

第14回国際経済・第12回税制・第19回情報化・第10回教育・第18回運営合同委員会（ハイブリッド）
17日 日本商工会議所第720回常議員会･第293回議員総会、第721回常議員会･第294回議員総会、臨時会員総会（ハイブリッド）

日本商工連盟第68回理事会（ハイブリッド）
令和４年度税を考える週間「小学生の税に関する書道展」表彰式（倉敷市）
第３回ITツール活用・デジタル化セミナー

18日 令和５年度税制改正に関する要望
19日 青年部るんるん経営者感性向上セミナー

第４回インボイス制度対策オンラインセミナー（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日 青年部臨時総会・第８回例会
22日 第48回共済制度推進功労者表彰式

第70回優良商工従業員表彰式（ハイブリッド）
第１回正副会頭・専務理事会議
第601回常議員会（ハイブリッド）

23日 日本商工会議所青年部アジア3カ国からの情報提供〜自身でビジネスチャンスを掴み取れ！〜（ハイブリッド）
全国そろばんコンクール

25日 インボイス制度個別相談会
第８回小規模事業者経営改善資金貸付審査会

27日 高梁川流域クリーン一斉行動2022
28日 資金調達力アップセミナー

青年部第９回常任理事会（オンライン）
29日 会報12月号編集会議
30日 広域商工会議所連携第１回担当者会議（オンライン）

日本商工会議所青年部40周年記念事業「感謝と誓い〜想いを継ぐ宣誓の光〜」

　当所会員事業所が加入できる生命共済制度は、独自の
見舞金等の給付制度と取り扱い保険会社と締結した福祉
団体定期保険を組み合わせた保障プランをご用意してい
ます。月額掛金は722円からで保険期間は１年で自動更
新。役員・従業員の福利厚生制度に活用できます。
問い合わせは事業課（TEL.476-1005）まで。
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　ある家族が描かれた作品。せっかくの家族の肖像ですが、三人とも普段
着を身につけ、男性は煙草をふかしながら無表情でこちらを見つめ、女性
は不愛想に俯（うつむ）くなど、暗い雰囲気が漂います。「N」とは作者で
ある小出楢重のこと。つまり作者自身の家族を描いた肖像画なのですが、
本作が描かれた頃は、文部省美術展覧会での落選が続き、小出にとって不
遇の時代でした。しかし、本作を出品した在野の二科展で、新人賞である
樗牛賞を受賞。小出は華々しいデビューを飾ることとなりました。
　ここには、ただ家族の日常が描かれるだけではありません。手前にはル
ネサンス期の巨匠ハンス・ホルバインの画集やポール・セザンヌ風の果物
の静物を描き、背景の円形の額には自身の肖像画を入れるなど、画家とし
ての自負心が見て取れます。さらにこうした複数の要素をまとめあげる構
図に、その力量が裏付けられています。現在、国の重要文化財にも指定さ
れている作品です。

小出楢重（1887–1931）《Nの家族》1919年　油彩、画布　78×90.5cm

　令和４年は、倉敷商工会議所にとって激動の₁年でした。やはりなんと言っても新倉
敷商工会館に移転したことです。当所創立記念日の10月₁日に竣工記念式典が行われ、
グランドオープンしました。最初は新しい環境になかなか慣れず四苦八苦してしまいました
が、今では快適に業務をしています。また、議員改選に伴って新たに３名の副会頭が就任
し、11月から新体制が発足しました。来る令和５年に向けて、地域経済活性化のため更
なるご支援をして参りますので、お気軽にご相談ください。皆様、良いお年を！　（藤井）

　家族の思い出、みなさんは形に残し
ていますか？我が家の思い出は心の中
に……スマホの中にはペットの写真ば
かりが増えていきます。

知られざるOHARA Vol.27 

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/

アートとスポーツ融合
大原美術館と連携

vol. 08

倉敷から全国へ

倉敷ablaze アブレイズ

　倉敷アブレイズは11月14日（月）、（公財）大原美
術館と「地域における連携協定」を締結しました。
連携協定を結ぶのは今回が初めてです。
　締結式には、同美術館の大原あかね理事長、倉敷
アブレイズの鈴木秀生監督、大島杏花主将など７名
が出席しました。
　この協定は「地域のために何か一緒にできること
はないか」と倉敷アブレイズから打診。子どもの教
育支援の推進、新たなファンの獲得など双方が魅力
を高め、地域社会の発展に寄与することを目的とし

ています。
　これを機に、アートとスポーツを融合させ、倉敷
らしい新しい価値の創出や地域の魅力発信に取り組
んでまいります。

連携協定のパネルを持つ大原理事長（左）、
大島主将（中）、鈴木監督（大原美術館）

公益財団法人

大原美術館
学芸員

長谷川　祐里
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