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そうじゃのミライ プロジェクト

県立博物館を誘致する会

総会開催

月

企業の取組みやまちの魅力を発信

そうじゃのミライ プロジェクト

総社産品を使った
ホットドッグ

そうじゃのミライチャンネルで紹介の事業所
そうじゃのミライ プロジェクトとは…
未来を築かれている地域の皆様やモノづくり
に取り組む企業のチカラ＝総社市の未来 という
コンセプトをもとに、まちや企業が発展すること
を目標としたプロジェクトです。
昨年２月に総社市の全世帯へ、市の良さや住み
やすさと、活躍されている企業の魅力を詰め込ん
だ冊子を配付し事業をスタート。その後にＷＥＢ
サイトの運用を開始し、総社市内の企業情報やま
ちの魅力だけではなく、企業の「Voice（従業員さ
んの声）」
「採用情報」も掲載し、学生たちのＵター
ンを促す就職支援を通して、移住や定住促進を図
ります。
続いて昨年9月からはYouTubeでの情報発信
を開始。毎月第３木曜日に動画の配信を行ってい
ます。情報発信の幅を広げ、企業情報や地域の話
題など様々な情報をお届けしています。動画内で
は当商工会議所の職員が会員企業を取材し、商品
やサービスの紹介などをしています。
現在は12本の動画がアップロードされ、総再生
回数は20,000回を達成しました。
（8月20日現在）

総社ドッグ
販売中

新興工業㈱
（㈱エスケー）

作品テーマ

事業所名

紹介した商品：息マジラック

マスクの内側に取り付けることで、
マスクが立体的に
なり、楽に呼吸ができるようになるマスクフレーム。

▶
「息マジラック」
の１０つの特徴
１. 装着感がいい
２. 蒸れや臭いの軽減
３. 呼吸や会話がしやすい
４. メイク崩れの予防
５. 熱中症の予防
６. １.８ｇと軽く、
ずれにくい

７. 抗菌素材で清潔
８. 洗って繰り返し使用できる
９. マスクに装着したまま
折りたたんでポケットに
しまえる
10. 安心の日本製

㈱さのオートセンター

抗菌サービス（キノシールド）

Vol.4

雪舟もなか

Vol.5

㈱クロレラ科学研究所

水だけあれば餅

Vol.7

サンロード吉備路

吉備路温泉

㈱さのオートセンター
（さの抗菌サービス）

新興工業㈱（㈱エスケー）

紹介したサービス：

息マジラック、
らくらくアームサポート

㈱山雅ファブリカン

ピオーネ、シャインマスカット

受付時間：平日9：00〜16：00

キノシールド

１回の施工で１年間、建物などをまる
ごと抗菌・抗ウイルス化
キノシールドは太陽光だけでなく、照明など
の光に反応して空気浄化作用を繰り返します。

●基本料金
50㎡まで

一律

50㎡以上

1㎡あたり

52,800円（税込）
＋550円（税込）

【応募期限】
令和３年11月１日
（月）
当日消印有効

【応募方法】

● 郵送
チラシ の 応 募 用 紙と写 真 デ ー タ
（USB・CDRなど）
を下記送付先までご
郵送ください。
※なお郵送でご提出いただいた場合、USB・CD-R
は原則として返却いたしません。

● メール
必要事項を記載、写真データ（2〜
8MBに限る）
を添付の上、下記アドレス
までご応募ください。

総社ドッグ普及研究会

︵総社商工会議所内︶

※当日消印有効

【提出先】確認機関（商工会、商工会議所、中小企業団体中央会）
外出機会の減少による影響を受け、令和３年の４月、
５月又は
６月の売上が令和元年比又は令和２年比で３０％以上減少し
ている事業者で、次の（１）
から
（８）のいずれにも該当すること

（１） 県内に主たる事業所を有すること
（２） 次のいずれかに該当する事業を営み、
かつ、
その事業の売上が最も大きいこと
ア 飲食店
イ 飲食店と直接・間接の取引がある事業者
ウ 主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う飲食店以外の事業者
エ ウの事業者と直接の取引がある事業者
（３） 資本金の額又は出資の総額が１０億円未満であること
（４） 国の月次支援金を受給していない又は今後も受給する予定がないこと
（５） 都道府県による令和３年４月から６月における休業若しくは営業時間短縮の要請に伴
う協力金を受給していない又は今後も受給する予定がないこと
（６） 都道府県による新型インフルエンザ等対策特別措置法第４５条第３項に基づく休業若
しくは営業時間短縮に係る命令の前提となる口頭指導又は文書の事前通知を受けて
いないこと
（７） 新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインに沿った対策を実施し
ていること
（８） 今後も事業を継続する意思があること

パエリアなど
アイスコーヒー、総社ぶれんど

豆Ｌａｂ.

Vol.9

Vol.10

Vol.11

そうじゃのミライチャンネルではこれから
もさまざまな事業所を紹介していきます。
是非、動画の視聴、チャンネル登録をお願
いします。

お見積り無料
〈お問合わせ〉
株式会社さのオートセンター
☎0866-93-5688
受付時間：9：00〜19：00

県下最大級のレジャー宿泊施設 サントピア岡山総社

『新エリア グランピング』がオープン！
！

レジャー宿泊施設としては県下最大級の「サントピア岡山総社」に新たな
施設「グランピング」が加わりました。
■ 快適性の高いドームテントを採用。
▶『エキゾチック・アフリカン』
×6棟
リゾート施設をイメージした内装は大自然と親和
性のある民族柄を採用し、
まるで海外のリゾート施
設に来たかのような雰囲気を演出しています。

▶『ロマンティック・フレンチ』
×1棟
華やぎのあるヨーロピアンスタイル。
女性だけでなく男性にも心地よさを感じて頂ける
ようにモダンでスタイリッシュなアレンジで大人の
エレガントを演出しています。

グランピング施設の様子

詳細についてはサントピア岡山総社のホームページをご覧ください。▶▶▶

給 付 額

（一事業者一回限り）

法

人：４０万円

個人事業者：２０万円
※飲食店以外の事業者も
申請可能です。
詳細は
岡山県HPを
▶
ご覧ください。

●お問合わせ
岡山県飲食店等
一時支援金受付係
☎０８６-２２６−７９７２

9：00‑12：00、13：00‑17：00

（土･日･祝日除く）

●小規模事業者持続化補助金
（低感染リスク型ビジネス枠）

小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組
む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両
立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、
生産プロセスの導入等に関する取組を支援。

【補助対象者】小規模事業者

商業・サービス業は常時使用する従業員5人以下
製造業、その他は常時使用する従業員数20人以下

【補 助 上 限】100万円
【補 助 率】３／４
補助対象
経費

第４回受付締切
令和３年

11月10日㈬ 17時

①機械装置等費、②広報費、
③展示会等出展費（オンラインによる展示会等に限る）、
④開発費、⑤資料購入費、⑥雑役務費、⑦借料、⑧専門家謝金、
⑨設備処分費、⑩委託費、⑪外注費、
⑫感染防止対策費（※要件あり）

本補助金の申請には、
「GビズIDプライムアカウント」
の取得が必要です。

お問合わせ 総社商工会議所

☎０８６６-９２-１１２２

公 式ホームペー ジ

事務局

〒719-1131 総社市中央6-9-108 総社商工会議所 フォトコンテスト係
☎0866-92-1122 Mail: info@soja-cci.or.jp

【事前確認受付期限】令和３年９月30日
（提出は郵送のみとなります）
（木）

ｋｒＡｃｋ（クラック）
珈琲焙煎所

Vol.8

●お問合わせ サントピア岡山総社（総社市秦1215）
☎0866-95-8811

詳細についてはHPまたは折込チラシをご覧ください。▶

岡山県飲食店等一時支援金（第２期）

Vol.3

吉備路菓匠 平川雪舟庵

ごろごろカレーパン

最優秀賞（ １ 作品）QUOカード 10,000円分
優 秀 賞（ ３ 作品）ガソリン券 各5,000円分
特 別 賞（10作品）図書カード 各1,000円分

給付要件

フィッシングデニム

logique (ロジック)

普段暮らしているからこそ知っている総社市内の
「あまり知られていない魅力あるスポット」
を大募集！みんなにもっと知ってほしい、
思わず行ってみたくなるような写真をぜひご応募
ください。
被写体は風景や街並み、
建物など総社市内で撮影された写真であればＯＫです。

●応募・お問合わせ

THE BACK WATER

総社市シルバー人材センター シルバー・グリーン
〈お問合わせ〉
株式会社エスケー
☎0866-93-8433

動画No

ミノリ・テーブル・パーテーション Vol.2

レンタサイクル

みんなに知ってほしい私の総社

「パン＆グルメわーるど総社マップ」へ
入賞写真の掲載

紹介された商品・サービス

三乗工業㈱

吉備路レンタサイクル 荒木

そうじゃフォトコンテスト

入賞賞品

!!

‑

企業の取組みやまちの魅力を発信

パンわーるど総 社の最 新 情 報は︑公 式 Ｆａｃｅｂｏｏｋ

総社を元気に！

１

パンのまち・総社
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子どもアナウンサー体験会

珠算検定

カメラの前で話す子ども達

YouTube で
配 信

日（月）～

重要視していること」など説明がありました。

講

師

司氏

雇用相談日

9月16日㈭・10月21日㈭
債権回収、相続等法律に関して

9月24日㈮・10月22日㈮

9月17日㈮・10月15日㈮

法律相談日

倉敷市水江

不動産業

(有)ｅ－ｃｏｍ

岡山市南区築港元町

空調工事

・集客力をどう示せるのか、岡山市をは
じめ周辺市町村との連携など「新しい
県博誘致のスキーム」について研究す
る。
当商工会議所では、同支援事業に企業・
社会の問題として取り組み10年を超え、そ
して3年度も6月からスタートし、事業所の
問題解決に取り組んでまいります。

企業の健康を守るヒント
秋山幸子の
企業内相談の対応を再確認！ こころの健康コラム No.2
残暑のころとなりましたが、今夏は、ワクチン接種報道とオリンピック関連の連日の報道と
なりました。政治と経済、経済と人間心理は連動している社会の重要なファクターですが、早
く落ち着いた日々が訪れて欲しいものです。
さて、今回は最近ご相談をいただく内容の多い３件と対応の再確認をお伝えしてみます。
〇パワーハラスメントについて

ず設置されていることが基本。最近の事
例では、関係者への事実確認を積極的に
行う企業対応が増えています。（記録は必
ず保存します）
〇メンタル疾患についての悩み
⇒多くは、うつ病と適応障害の診断書で休
職されていますが、自信喪失のまま復帰
準備をされる方が多いのが現状。復職後
は「やる気」が元に戻るまでの伴走が再
発防止のポイントになります。主治医、
産業医、家族との連携も大事です。

ライフバランス ( 仕事と生活の調和 ) と
キャリアプランを再考し、今ここからの
人生観の確立を目指していただくのがコ
ツです。
以上、最短速攻でできる対処法、社内で取
り入れ実践してみてください。次回は、ワー
ク・ライフバランスのチェックシートで自分
の今を確認します。

相談員

●産業カウンセラー
●東京商工会議所 認定
健康経営エキスパート
アドバイザー

⇒コロナ禍になってから特に、40 代以上
は将来への不安が強く、20 代 30 代は仕
現象だけでなく、長い目でみたワーク・

種

10

10
25

秋山 幸子 氏

〇仕事や将来についての不安

相談のお申込み
総社商工会議所メンタルヘルス事業係
TEL.0866-92-1122

先生が事業所に出かけて、セミナーや相談会を実施する『出前相談』事業があります。
希望事業所は、ご相談ください。

ご案内

商工会議所会員 2022 年カレンダーの配布ご案内

今年の、お渡し時期は 10 月18日（月）
［予定］〜
商工会議所の２階事務局窓口にてお渡しします
※事業所へのお届け、また、連絡によるお取り置きも可能。

よ。」との声をいただくようになり、12 月ごろの全会員様へのお届けから、昨年より

新入会員さん 紹介 コーナー!!
グリーンシグナル（株）

まで粘り強く誘致運動を展開する。

ダーの作成、あるいは多方面からカレンダーが届くなど、「カレンダーは必要ないです

（R3年7月入会）

業

相談支援事業

21

建替」が論議されることから、その時

『商工会議所カレンダー』につきましては、デジタル化も進み、また自社独自カレン

定例日以外の場合もございます。
お電話にてご予約ください。

所

令和3年度岡山県職域に関する

年であり、その５〜６年前に「県博の

商工会議所の２階事務局窓口にてお渡し方法に変更しています。
当商工会議所としては、「活用される事業所様にお届けしたい。」「年末ギリギリより
早くお渡ししたい。」と考えており、配布方法を変更したもので、今年は 10 月 18 日（月）
頃からお渡し致します。ご活用ください。発行部数も 500 部と十分に確保しておりま
すが、なくなった場合はご容赦願います。

なお、これまで通り、事業所等への配布を希望される場合には、
事務局（0866-92-1122）までご連絡いただければお届けします。

2424

〇詳細は、総社商工会議所ＨＰでご確認ください。

○お問合せ 総社商工会議所 地域支援課
☎（０８６６）９２‐１１２２
〇詳細は、総社商工会議所ＨＰでご確認ください。

特許、著作権に関して

住

また、県の動向について、小野県議より「集

事への不安を強くお持ちです。目の前の

就業規則、労働保険に関して

特許商標相談日

目指す。

11

・現在の県立博物館の使用年数が 2036

検定料（税込） １級 ７８５０円 （１級は特に定員を設けておりません）
２級 ４７２０円 受付定員（ 名）
３級 ２８５０円 受付定員（ 名）（初級・ネット検定は実施しておりません）

種目
珠算検定 １級～６級 準検定（１級～３級）
暗算検定 １級～４級 準検定（１級～３級）
段位認定試験 （珠算・暗算あり）

10月25日㈪

困難であり、非木造建物の使用期間年数
（65 年）である 2036 年頃までの使用を

きますので、早めに相談できる窓口が必

安岡定子 氏

相談員：中小企業診断士 窪田

の改修のみを行う。
・老朽化等の状況から長寿命化することは

このような状況を踏まえ、今後の活動を次
のとおり、展開することを確認しました。

日（月）》

日（金）》

浩幸 氏

修が必要である。
・公開承認施設の基準を満たす必要最小限

⇒職場の上司や先輩との人間関係が絡んで

事業の悩みについてお気軽になんでも相談できます

税経・事業承継相談日

事業所名

について、事務局より説明がありました。

月

窓口で申込受付）

月

（当商工会議所・事務所２

た。
「生まれたときはみんな一緒 ( いい人 ) だが、
良いもの（良い習慣）は磨かないと消えていく」
ことを教える『性、相近し。習い、相遠し。』では、
あいさつなど当たり前な良い習慣を忘れない
よう続けていくことが大切、分からないこと
を分からないままにしないことも良い習慣で、
これから出会う人やモノに対して知ることの
楽しさを知ってもらいたいと話されました。
その他にも『故きを温ねて新しきを知れば、
以って師と為るべし。』や『仁遠からんや。我
仁を欲すれば、斯に仁至る。』を解説され、最
後に、自分の行動を振り返ることが大切で、
そのために「一番重要なのは自分が一番と思
わず謙虚になること」であると話されました。
この論語塾は、吉備信用金庫と当商工会議
所が「地域活性化事業などを行う連携協定」
に基づく人材育成の事業の１つとして開催し
ているものです。10 月には大人向けの 総社
おとな論語塾 を開催します。

税務、事業承継に関して

予約制

た方が良いこと、また県が造山古墳から作山

ており、公開承認施設更新のためにも改

会 場：総社商工会館４階会議室
定 員：30 名 ( 定員になり次第締め切ります )
詳細は会報折込チラシをご確認ください。

9月2日㈭、16日㈭
10月7日㈭、21日㈭

客力の向上には岡山市との連携も視野に入れ

一両県議より情報提供された資料を基に、「現

・文化庁から展示環境等の悪化を指摘され

無 料 相 談 日 9月・10月

9月27日㈪

総会で挨拶する片岡市長

在の県立博物館の課題」や「改修工事の内容」 古墳までの５ Km を吉備路の歴史遺産として

総社エリアは総社商工会議所が管轄します

相談員：経営コンサルタント 近藤

総社市議会議長をはじめ会員など約 30 名の

総会では会の顧問である小野泰弘、江本公

「総社おとな論語塾」

なんでも経営相談日

会館において、片岡聡一総社市長、剣持堅吾

予算案が承認されました。

言葉を探してみませんか？

日 時：10 月 25 日（月）
10：00 〜 11：00

清水男（当商工会議

所会頭））は、去る８月 18 日（水）総社商工

月５日（火）～

月

24

自分の心に響く

総社圏域の官民 20 団体で組織する「県立
館を誘致する会」（会長

（当商工会議所では、ネット申込の受付とし、事務所窓口での申込は受付をしておりません）

日（日）《 申込

9

論語を解説される安岡先生

8/18

日（日）《 ネット申込

月

6

誘致する会の総会で全会一致確認

年度事業報告・決算およびＲ３年度事業計画・

総社子ども論語塾
７月 15 日（木）〜８月 22 日（日）に、思
想家の故・安岡正篤の孫で全国各地に論語塾
を持つ安岡定子氏を講師に「総社こども論語
塾」を、コロナ禍の為東京で事前に収録を行い、
YouTube を活用した動画配信という形で開催
し、論語を通して子ども達に生きていく中で
大切なことをお話されました。
今回で４回目となる論語塾では安岡先生が
選んだ論語３章句をもとに、子ども達の生活
に置き換えながら分かりやすく解説されまし

粘り強く誘致運動を継続

参加のもと、令和３年度通常総会を開催、Ｒ２

家族で楽しみ、心を育てる

9

F

に覚えているなど準備万端で、本番も笑顔で
楽しみながらやり遂げ、体験した子ども達か
らは、「アナウンサーに興味があったので、カ
メラの前で話すことができて楽しかった」「夏
休みのいい思い出になった」と、普段ではで
きない体験をし、商工会議所についても知っ
てもらう良い機会となりました。

新県博建設論議がはじまる数年後を見据え、

月

試験日：

（第２２３回）

８月６日（金）、総社商工会館において、当
商工会議所に設ける YouTube チャンネル「そ
うじゃのミライチャンネル」のアナウンサー
を地域の子ども達にも体験してもらおうと、
夏休みを活用し体験会を開催しました。
今回初めての試みとして、市内の小学校高
学年に向けて募集し、多くの応募者の中から
選ばれた４名がアナウンサー体験をしました。
当日は、午前・午後の部に２人ずつ分かれ、
フリーアナウンサーとして活躍中の多賀公人
氏から、アナウンサーとしての話し方や心得
を学んだり、番組進行とインタビュアーにチャ
レンジ。また実際にテレビ収録用にも使用し
ているカメラや、スイッチャーなど普段では
見ることのない機材を使いながら、商工会議
所の仕事や取り組みについて職員にインタ
ビューしました。事前に配布した台本を完璧

9/16 そうじゃのミライ
YouTube で 配信予定

日本商工会議所
試験日：
簿記検定（第１５９回）

日本商工会議所
日本珠算連盟

24

YouTube そうじゃのミライ夏休み特別編

第693号 （2）

検定のご案内

検定のご案内
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総 社 商 工 会 議 所 会 報

令和3年8月25日

