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　令和元年7月6日(土)、岡山市内にて令和元年度岡山県商工会青年部
資質向上交流会が開催され、その中で、主張発表大会が行われ、備北商工
会青年部から出場した佐藤拓也さんが見事最優秀賞に輝きました。

　令和元年9月25日(水)、倉敷マスカットスタジアムで開催された「第53回
岡山県商工会青年部親善軟式野球大会」に備北商工会青年部が出場し、
見事優勝を果たしました。備北商工会青年部は3試合いずれも接戦となる
展開でしたが、要所で粘り強さを見せ、一気に頂点まで駆け上がりました。

Q最優秀賞おめでとうございます！ 今の気持ちを教えてください！
　率直に嬉しいです。最初お話を頂いた時、自分でいいのかなと思い、お
断りしようかなと思いましたが、出場させて頂き良かったと思っています。
Q大会に向けての準備で大変だったことはありますか？
　特に原稿づくりに苦労しましたが、青年部員の皆さんの協力もあり、
内容を充実させることができました。また、発表の練習会を何度もする
ことができたので、本番も自信を持って臨むことができました。
Q中四国大会へ向けての抱負を教えてください！
　中四国大会でも自分の思いをしっかり伝えることができるように努力
していきます。応援よろしくお願いいたします！

　人手不足など厳しい経営環境を乗り越えるため、心身ともに健康で
元気に仕事に携わろう！ということで、健康づくりの先生をお招きし、職場
や自宅で簡単にできるエクササイズをはじめ、健康管理と集中力向上に
ついて勉強しました。

　「持続可能な事業経営のための健康管理と集中力向上セミナー」
を開催しました。

青 年 部

女 性 部

佐藤拓也さん 主張発表大会 最優秀賞受賞！

　８月１０日（土）に川上町で盛大
に開催されるマンガ絵ぶた祭り
に出店参加しました。
　女性部は、フライドポテトと
ジュースを販売しました。　

シリーズ ～女性部員事業所紹介 第２回～ 女性部若手後継者等育成事業（令和元年9月19日（木））

マンガ絵ぶた祭りへ出店
（川上エリア・令和元年8月10日（土））

佐藤拓也さんインタビュー

真剣な表情で
発表する佐藤さん

　女性部の事業所紹介２回目は、副部長をされている川上町の㈱池田
建設を紹介します。

事業所データ
事業所名　株式会社池田建設
事業内容　総合建設業
所 在 地　高梁市川上町領家1437
T　E　L　0866-48-2255
F　A　X　0866-48-2888

　建設・建築の仕事をしております。まずは、お気軽にご相談
ください。 次回はあなたの事業所かも…　乞うご期待！一言

準決勝・決勝を2失点に抑えた投手陣

講師の先生の説明に真剣に聞き入る女性部員

実技も交えながら教えていただきました

表彰式後の
佐藤さん
表彰式後の

応援する青年部員応援する青年部員

青年部集合写真青年部集合写真

備北商工会青年部 県青連野球大会優勝！

【１回戦】
備北商工会青年部 7-6 備中西商工会青年部

【準決勝】
備北商工会青年部 1-1 みまさか商工会青年部
（抽選の結果、備北商工会青年部が決勝進出）

【決　勝】
備北商工会青年部 2-1 真備船穂商工会青年部

備北商工会青年部 戦績

準決勝では抽選の末勝利した

ますます元気に
　　パワーアップ!
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■備中支所 〒716-0303　高梁市備中町長屋7-2
TEL（0866）45-3137　FAX（0866）45-3171
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新会員のご紹介　令和元年５月～令和元年９月加入分（敬称略）

事業所名

びほく森林組合

細 川 商 店

（一社）宇治雑穀研究会

所在地

高梁市中原町1420-2

高梁市備中町東油野1745

高梁市宇治町1831-1

業　種

サ ー ビ ス 業

小 売 業

製 造 小 売 業

No

1

2

3

　標高５００ｍの山間に忽然と現れる赤褐色の石州瓦やベンガラ格子
など特色のある広壮な構えの町並み「備中吹屋」。その一角にある「町家
ステイ吹屋 千枚」は「暮らすように旅する」をコンセプトにお客様が
「吹屋の我が家」と思ってゆっくり過ごしていただけるよう、一日一組
様に限定した一棟まるごと貸し切りスタイルの家です。昨年１２月に
商工会の指導のもと補助金を申請して、ホームページとリーフレット
を作成したことで、全国からお越しになるお客様が増えています。
　併設する「cafe燈（あかり）」では季節の地元産、採れたて野菜を
中心とした田舎のお母さんのおかず、こころも体もほっこりするランチ
もお楽しみいただけるので、皆様ぜひお越しください！

「㈱吹屋」〒７１9-2341　高梁市成羽町吹屋398TEL ０８６６-29-3050　ホームページ https://fukiya-stay.com/

〒７１9-0302　高梁市備中町布瀬１５６５-１
TEL ０８６６-４５-３０６０　FAX ０８６６-４５-３０６1　営業時間 9:00～18:00

「寿司・割烹 福ろう」
〒716-0061　高梁市落合町阿部1190-1
TEL 0866-56-3224　定休日 月曜日、第２・４日曜日
営業時間 11:00～14:00／17:00～21:00

　若い大将と女将さんが笑顔で迎える「寿司・割烹福ろう」は、お二人が
日本料理店で修業した後、平成２７年１１月に開業しました。食材の鮮度
や季節感にこだわった料理が好評で、ご予約で満席になることもある
人気店です。
　平成３０年７月豪雨では店舗の一部が浸水するなど、営業再開まで
苦しい日々が続きましたが、お客様や地域の皆さんのご支援をいただ
き、被災前の状態にまで復調しました。
この秋には、小規模事業者持続
化補助金を活用し、新メニュー・
新サービスを開始する予定です。
大将と女将さんの素敵な笑顔と、
旬な素材と心を込めた逸品で、
幸福な時間をお過ごしください。

有 漢 地 区 成 羽 地 区

川 上 地 区

　昨年７月の西日本豪雨により、被災しましたが、多くの方々が復旧
作業にご尽力下されたことを厚くお礼申し上げます。
　また、商工会の方には、アドバイスを頂き補助金を活用して早期に
新機器の導入をすることができ、大変お世話になりました。
　令和元年９月より、代表取締役に平井芳幸が就任し、新たな気持ちで
より一層地域に貢献するカーディーラーを目指していきます。
　今後、よろしくお願いします。

　百姓屋敷わらでは、宿泊型のイベントスペースとして、「重ね煮」の
料理教室、座禅断食セミナーなどを年間通じて開催しています。この
度、持続化補助金を利用し「パン・ピザ窯」「クド」を設置しました。これ
まで以上にわらの「自然食」を、身近に
お客様に感じて頂けるようになりました。
　10月からも以下の予定でイベントを
開催いたしますので、ご参加をお待ち
しております。

「㈱ホンダカーズ高梁」
備 中 地 区

「カントリーイン 百姓屋敷わら」 〒716-0212　高梁市川上町下大竹２０８５
TEL 0866-48-3243　FAX 0866-48-3248
ホームページ http://wara.jp/

開催スケジュール

10月18日(金)　座
禅断食 in わら

11月16日(土)　重
ね煮料理教室 in わ

ら 

～1泊2日コース～

11月17日(日)  重ね
煮料理教室 in わら

 

～日帰りコース～

11月23日(土・祝)

WARA倶楽無　贅
沢プラン

～いのちの質的向
上をめざして～

12月6日(金)  座禅
断食 in WaRa倶楽

無

豪雨災害を
　乗り越えて

豪雨災害を
　乗り越えて

笑顔がすてきな
大将と女将さん

大きな看板が目印です

大人気！
福ろうランチ！
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お 知 ら せ コ ー ナ ー

イ ベ ント 報 告

　昨年は豪雨災害の影響で中止となってしまいましたが、今年は天候にも
恵まれ、２年ぶりの開催となりました。昨年の中止もあり、今年は例年以上の
盛り上がりを見せました。商工会青年部からは「焼きそば」や「フライドポテト」
などを販売し、青年部テントも大変賑わいました。

　税務署では、令和元年分の年末調整のしかた及び法定調書等の提出方法等について、
説明会を開催します。また、「年末調整説明会」に引き続き「消費税の軽減税率制度等説明会」
を開催します。
　なお、地域によって開催時間が異なりますが、ご都合の良い時間にご出席ください。

　25回目を迎えたマンガ絵ぶたまつり。昨年は西日本豪雨の影響で中止と
なりましたが、今年は天候にも恵まれ、8基の絵ぶたが盛大に川上町内を練り
歩きました。また、地元の人々による篠笛や太鼓隊も加わり、特設ステージでは
備中太鼓やオールディーズバンドの演奏なども催されました。青年部からは
かき氷やビールなどを販売し、女性部からはフライドポテトやジュースの販売
が行われ、夜店テントも大変賑わいました。

　国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税務
行政に対する知識と理解を深めていただくために、
毎年11月11日から17日を「税を考える週間」として、
ホームページ等で様々な情報を提供しています。

8/3土 8/10土

「年末調整説明会」 及び 「消費税の軽減税率制度等説明会」 税を考える週間　11月11日～17日

開催日

11月15日（金）

開催時間

10：00～12：00

13：30～15：30

開催場所

高梁市文化交流館
中ホール

（高梁市原田北町1203-1）

対象者

成羽町・川上町・備中町・有漢町の方

上記以外の方

※駐車場につきましては、混雑が予想されますので、できるだけ車でのご来場はご遠慮ください。

11月11日（月）から17日（日）までは、｢税を考える週間｣です。
本年も、市内の小・中学生を対象に募集した習字・作文などの「租税作品展」を開催します。

■お問い合わせ　高梁税務署 （℡ 0866-22-2546）（代表） ■お問い合わせ　高梁税務署 （℡ 0866-22-2546）（代表）

◆高梁市役所 １階 市民ホール………………………… 11月11日（月）～14日（木）
◆ポルカ天満屋ハピータウン １階 特設会場 ………… 11月15日（金）～21日（木）

租 税 作 品 展

テーマ 「くらしを支える税」
詳しくは国税庁ホームページを

ご覧ください。 国税庁 検索で

有漢町
　納涼ふるさと祭



備北商工会報 パートナー（4）　令和元年10月 第36号

全ては会員の笑顔のために ： 新規会員募集中!!

有漢地区

2/8土

成羽地区 川上地区 備中地区

10/２7日 10/26土

10/27日

バレン
タイン・

キャンド
ルナイ

ト in 常
山 

 場 所

うかん
常山公

園

風ぐるまフェスタ2019in うかん 
 場 所　 有漢地域局周辺

吹屋ベンガ
ラ灯り 

 場 所　 吹
屋の町並み

なりわ祭り
 場 所　 成羽文化センター周辺

11/23土
岩谷神社まつ

り　

 場 所　 備中
町平川

10/26土
～11/10日
吹屋ベンガラート

展

 場 所　 吹屋ふる
さと村

3/8日

11/3日
平川鋤崎八幡神社

秋の大祭

 場 所　 備中町平
川

11/10日
布賀
ぼっけえまつり
 場 所　 布賀白雲荘広場

第３３回体力つくり

なりわ神楽マラソン

 場 所　 成羽文化セ
ンター主会場

11/9土
やまのうえのｂｉｇマルシェ
 場 所　 吹屋ふるさと村

12/7土 
冬のイルミ

ネーション
点灯式

 場 所

マンガ絵ぶ
た公園一

帯

１０/20日
かわかみふるさと物産まつり 
 場 所
高梁市川上総合運動公園

No. セミナー名 日　程 時 間 場　所 講　師 内　容 募集開始時期

1 高梁商工会議所共催　
創業塾（第１回） 11月9日（土）

13:00 ～
17:00

高梁商工会議所会館 中小企業診断士
難波三郎

創業者及び創業５年未満の企業を対象に経営
の基礎を学ぶ！ １０月上旬

2 高梁商工会議所共催
創業塾（第２回） 11月10日（日）

13:00 ～
17:00

高梁商工会議所会館 中小企業診断士
難波三郎

創業者及び創業５年未満の企業を対象に経営
の基礎を学ぶ！ １０月上旬

3 経営なんでも相談会（第２回） 11月12日（火）
13:00 ～
16:00

備北商工会本部 中小企業診断士・弁護士・
税理士・社労士ほか

経営、法律、税務、金融、労務・社会保険など、
専門家がアドバイス！ １０月上旬

4
経営力強化セミナー

「稼ぐ力を見つけ・育てる」セミナー
（第１回）

11月19日（火）
19:00 ～
21:00

備北商工会本部 中小企業診断士
松村教司

会社の目に見えない経営資産（お宝）をＡ３
用紙１枚に集約し、社内で共有する！ １０月上旬

5
経営力強化セミナー

「稼ぐ力を見つけ・育てる」セミナー
（第２回）

11月27日（水）
19:00 ～
21:00

備北商工会本部 中小企業診断士
松村教司

会社の目に見えない経営資産（お宝）をＡ３
用紙１枚に集約し、社内で共有する！ １０月上旬

6 税務講習会（年末調整・決算申告） 12月上旬
13:30 ～
15:30

備北商工会本部 税理士 年末調整事務及び改正点について １０月下旬

7 一日金融公庫 12月上旬
10:00 ～
15:30

備北商工会本部 日本政策金融公庫倉敷支店
担当者

公庫担当者による金融相談会（運転資金・
設備資金・教育ローンほか）！ １１月上旬

8 経営なんでも相談会（第３回） 1月28日（火）
13:00 ～
16:00

備北商工会本部 中小企業診断士・弁護士・
税理士・社労士ほか

経営、法律、税務、金融、労務・社会保険など、
専門家がアドバイス！ １１月中旬

　平成 30 年 7 月豪雨災害において、本会会員にも
直接及び間接に 100 事業所を超える被害がありま
した。備北商工会では、被災事業者の復旧・復興を
目的とした「グループ補助金」申請のため、「備中
神楽の里の町おこし復興グループ」を結成し被災
された事業者の支援を行っております。

進捗状況は以下の通りです。（９月 30 日現在）
当初構成員 15事業者
期中変更 △２事業者 対象外のため取りやめ
最終構成員 13事業者

内
訳

完了 5事業者 補助金入金済み
実績報告提出済み ２事業者 実地検査待ち
交付申請提出済み ３事業者
交付申請準備中 １事業者

補助金対象外 ２事業者 備北商工会を含む２事業者は、
グループを構成するための名義のみ加入

令和元年度 経営セミナー関係　スケジュール表　 　   商工会が開催するセミナーをお知らせします

イベント情報（10 月〜 3 月）　　　　　　今年もいろんなイベント盛りだくさん！

グループ補助金申請進捗状況のお知らせ

※日程・内容につきましては、都合により変更になる場合がございます。　　　　　※調整中のものにつきましては、確定次第「商工会ニュース」等でお知らせいたします。
※会員以外の方でも、興味がございましたら、備北商工会までお問合せください。

※日時や場所は変更になる可能性があります。




