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土
日
月 よろず支援拠点 13：00～20：00
火 よろず支援拠点 13：00～20：00
TSK 例会 15：00～17：00
NIC 例会 19：00～21：00
第29回eco検定 受付開始
水
木
金
土
日
月 第156回日商簿記検定試験 受付締切
よろず支援拠点 13：00～20：00
火 よろず支援拠点 13：00～20：00
水
木
金
土
日 第220回珠算能力・暗算検定試験
第130回段位認定試験 施行
月 よろず支援拠点 13：00～20：00
火 よろず支援拠点 13：00～20：00
水
木
金 第29回eco検定 受付締切
土
日
月 常議員会 11：00～
よろず支援拠点 13：00～20：00
火 文化の日
水
木
金
土
日
月 よろず支援拠点 13：00～20：00
火 よろず支援拠点 13：00～20：00
TSK 例会 15：00～17：00
NIC 例会 19：00～21：00
水
木
運動 花の苗プレゼント 10：00～
金 「小さな親切」
土
日 第156回日商簿記検定試験 施行

専門家無料相談窓口を設置しています。
月～金曜日
完全予約制

9：00～17：00（祝日除く）
TEL：0868-22-3141
予約サイト RESERVA
https://reserva.be/tsuyamacci

よろず支援拠点の予約はこちら。
公益財団法人 岡山県産業振興財団
TEL：086−286−9667
FAX：086−286−9679
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松田会頭がパネリストとして出席
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商工会議所検定試験について

「福祉制度キャンペーン」
実施について

ご確認ください！健康診断費用助成について
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女性会
青年部

花の苗プレゼント「小さな親切」運動津山支部
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お急ぎください！
岡山県新しい生活様式実践事業者補助金
マスク越しのおもてなし！

津山COME ON！キャンペーン

7

Go To トラベル事業
地域共通クーポン取扱店舗登録のご案内
津山市プレミアム付グルメ券「うまい券」のご案内

8

新入会員紹介

ベルフォーレ津山
9

映画上映案内

読者プレゼント企画

岡山湯郷Belleチャレンジリーグ観戦チケット

津山COME ON! キャンペーン対象観光施設
「津山COME ON!キャンペーン」が９月１日からス
タートしました。このキャンペーンのBコースは、
①津山に宿泊 ②体験・見学 ③アンケートに回答
することで応募可能で、豪華景品(抽選)と2,000円分
クーポン券(先着10,000名)が当たります。
表紙写真は、②見学・体験 の対象となっている観光
施設の一部です。この機会に「津山の良いもの」に触
れ、地元観光業を応援しませんか？
詳しくは、所報6ページをご覧ください。

※検定試験については、状況により日程等が変更となる可能性があります。
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❖公共事業の予算拡充・受注機会の拡大を要望❖

美作県民局へ建設部会から、
2021年度の予算確保を要望

9/17（木）

岡山県美作県民局へ当所建設部会勝山部会長（勝山組）、末澤由博担当副会頭から、
2021 年度の公共事業予算の拡充等について要望書を提出しました。

【要望内容】
■公共工事の予算拡充について

■受注機会の拡大について

要望書では、コロナ危機下にあって地域経済を下支えするための県施行の公共工事の予
算の増額や、社会インフラとして将来期待される県道の拡幅整備、光ケーブルの増設や電線
▲美作県民局池田次長
の地中化など、B/C 値（費用便益比）の高い事業に係る予算の増額、近年津山地域への発
注件数が減少していることを踏まえ、少しでも多くの事業者が受注機会を得るために、大型工事で分割可能な工事に
ついての分割発注、年度内における発注時期が偏るため、４月・５月の閑散期に工事着手ができるよう特段の措置等
の要望を行いました。美作県民局からは、必要な予算の確保に向け、引き続き国に対し様々な機会をとらえ、要望する
とともに国の補助制度や、交付金制度を活用しながら予算額の確保に努めていき、早期発注のためにゼロ県債や債務
負担行為予算を活用し年度当初に工事着手できるように施行時期の平準化に取り組みたいとの回答がありました。

▲勝山部会長より美作県民局池田次長へ要望書を手渡しました。

▲意見交換会の様子

小規模企業共済令和元年度実績に対する感謝状授与
並びに 中国本部長 山中 和彦 様 新任ご挨拶

9/2（水）

令和元年度小規模企業共済加入推進実績に関わる感謝状授与式、並びに令和２年７月１日付けをもってご就任され
た 中国本部長 山中 和彦 様の着任ご挨拶をいただく式を開催しました。
新型コロナウイルス感染症影響拡
所属
役職
氏名
集合写真位置
大の状況下という事情もあり、岡山県
本部長
山中 和彦 様 前列中央
独立行政法人
連携支援部 部長
大當 省五 様 前列右から２番目
北津山地域の中小企業・小規模事業
中小企業基盤整備機構 連携支援課 課長
石塚 浩司 様
後列左から２番目
者へのコロナ対策経営支援に関わる
連携推進課
課長
高橋
教子
様
後列中央
意見交換・情報交換も併せて行ない
中国本部
共済普及相談員
藤原 始 様 後列左から１番目
ました。

▲山中中国本部長と末澤副会頭
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▲当日出席者記念撮影

山陽新聞創刊 140 周年記念連続シンポジウム

140th

9/19（土）

松田会頭が山陽新聞創刊140周年記念
連続シンポジウムに出席
山陽新聞創刊 140 周年記念連続シンポジウム「令和時代の地域をつくる」の第５
回「地域学のススメ」が岡山市北区柳町の山陽新聞さん太ホールで開催され、第２
部パネルディスカッション「未来を担う人材づくり」に松田欣也会頭がパネリスト
として参加しました。
松田会頭は、
「学校や行政と話し合うときに組織の縦割りを感じる。地域と学校を
取り持つ中間的な組織も必要だ」と話され、校外で社会の多様性などを学ぶキャリ
ア教育が将来のまちづくりに大きな役割を果たすこと。地域学を推進するためには、
地元と学校の連携を図る人材や組織の存在が欠かせないとの考えを共有しました。

開催の趣旨

国は地方創生の旗を振ってきましたが、東京一極集中は加速し、人口減少や高齢化、経済低迷などで地方の
衰退に歯止めがかかりません。危機的ともいえる状況の中、持続可能で活力のある地域をどうつくっていくか。
山陽新聞社は昨年の創刊 140 周年を記念し、地域課題と真剣に向き合い、解決の道を探る地域づくり連続シン
ポジウム（計 5 回）を 1 年余りかけて開催しています。議論の方向性は、コロナ時代の社会の在り方と大きく
重なります。第 5 回のテーマは「地域学のススメ」です。

第１部

プ ロ グ ラム

基調講演

「 次 世 代 の 育 成 は 地 元 の チ ーム化 から」
講師

第２部

浦崎

太郎氏

大正大地域創生学部教授

パネルディスカッション

「 未 来 を 担う人 材 づくり」
パネリスト

松田

欣也氏

津山商工会議所会頭

久常

宏栄氏

津山東高校主幹教諭

鍵本
柏原

芳明氏

岡山県教育長

拓史氏 NPO 法人だっぴ代表理事

持続可能で活力ある地域をつくるために欠か
せないのが人材の育成。若者が地元を知り愛着
を持って地域を担うようになってもらい地方創生
につなげたい。学校教育や社会教育、経済界の
関係者らの取り組みから道筋を探ります。さら
に、連続シンポジウムの締めくくりとして、地域
循環型の共生社会の推進などを求める「岡山宣
言」をまとめます。

パネルディスカッションの様子

▲

▲基調講演の様子 講師：浦崎太郎氏

シンポジウムの模様は、山陽新聞社ホームページ
（下記 URL 参照）よりご覧いただけます。
https://c.sanyonews.jp/release/2020/08/20200827050000.html
写真提供：山陽新聞社
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商工会議所検定試験についてのご案内
10 月以降施行予定の検定試験につきましては、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら施行すべ
く準備を進めております。
受験に際しましては、「受験者への連絡・注意事項」「受験に関しての同意事項」「個人情報保護方針」
を必ずお読みいただき、ご承諾の上お申込みいただきますようお願いいたします。注意事項等は、津山商
工会議所ホームページ「各種検定試験」よりご確認ください。

試験会場での感染防止に関するお願い
（注意事項より抜粋）

津山商工会議所ホームページ

○試験当日、試験会場へ向かう前に検温を行い、発熱（37.5 度以上）や
咳等の症状がある場合は、受験会場への来場をお控えください。
○試験会場および周辺地域では、マスクを着用してください。
○試験会場への入退出の際、入口で手指の消毒を行ってください。
なお、日本商工会議所では、日商簿記検定試験２級・３級について、年３回
の統一試験日におけるペーパー試験に加え、随時受験可能なネット試験方式に
よる試験を実施することを決定しました。
ネット試験は 2020 年 12 月中を目途に開始予定で、全国 100 ヶ所に設置する
「テストセンター」にて実施します（自宅での受験は不可）。
ネット試験の施行方法や会場等の詳細につきましては、日本商工会議所検定
ホームページをご確認ください。

「各種検定試験」ページ下部
《受験者への連絡注意事項》
をご確認ください。
商工会議所の検定試験
（日本商工会議所ホームページ）

「福祉制度キャンペーン」を実施しています＜期間：9月15日～11月30日＞
ベストウイズクラブでは『顧客・会員事業所フォローアップ月間』を実施しています。
商工会議所福祉制度は、経営者・役員の皆様の保障や退職金準備他、入院、介護、老後に備えた様々な
保障ニーズにお応えするものです。
コロナ禍により生活様式なども変化する現在、皆様方に寄り添えるフォローアップ月間として、お役立
ていただければ幸いです。
つきましては、商工会議所職員とアクサ生命保険の担当社員がお伺いしました際には、ご協力いただき
ますようお願い申し上げます。
※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的として全国各地の商工会議所
およびアクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

健康診断費用助成にお申込済の方へ このような場合はご連絡ください
1「受診日」や「受診医療機関」が助成申込時に未定だった場合、または、変更された場合
医療機関にご予約いただき、決定した受診日・医療機関名を必ず当所までご連絡ください。
2当
 所指定の医療機関（※下記参照）以外の医療
機関で健康診断を受診された場合
商工会議所窓口へ助成金をご請求いただく必要
があります。健康診断受診後に、右記①～③を
当所窓口にお持ちください。

①健診領収書の写し
（健診費用・受診者氏名・受診日が確認できるもの）
②領収書兼請求書（助成申込書の下部）
③受取人のご印鑑（事業所印または認印）

※当所指定医療機関〔津山中央病院（津山中央健康管理センター）、ＥＳ
クリニック、中国労働衛生協会〕にて受診される場合は、医療機関窓
口で受診費用から助成額が差し引かれますので、当所へ請求いただく
必要はございません。
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■お問合せ先
津山商工会議所 地域振興課
TEL：22-3141

9/10
㈭

会員増強部会を開催

於 津山商工会館

今年度、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、会議の開催が難しい状況が続いておりました
が、先日第1回目の会員増強部会（部会長 赤松幸子）を開催しました。
当部会は、部会員16名を６グループに分けて活動してお
り、2ヶ月に1回としていた会議を、後半に向けて、今後は、
情報交換を兼ね毎月会議を開催することとし、積極的に活
動していくこと等を話し合いました。また、各委員会にも
提議し、協力を要請しました。
当女性会は今年度のスローガンを「日々 輝き・ときめ
き ともに未来へ発進！」とし、女性が輝く社会の実現や、
地域社会と経済の発展に向けて活動をしています。
会社の推薦があれば、どなたでもご入会頂けますので、
増強部会のメンバー
皆様のご入会をお待ちしております。

本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、３密を避ける観点から、例会やごんごまつりなどの各事
業が例年通りには開催出来ておりません。
このように青年部活動が制限される状況が続く中でも、我々青年部メンバーとして何か津山のためにできるこ
とはないかと考えたところ、「津山の街をきれいにしたい」との声が上がり、広報交流委員会（池口義仁委員
長）が中心となり、６月17日（水）より、毎週水曜日に津山市内各地での清掃活動を始めました。
毎回、10名程度のメンバーが集まり、１時間程度、道路沿いに落
ちているゴミを拾っています。限られた時間、限られた区間での清
掃活動ではありますが、街がきれいになる達成感を感じています。
現在、当会では３密の状態を避け、Web会議システム等を活用
することにより、徐々にではありますが活動を再開しています。今
後も当会としては、新型コロナウイルス感染症の状況を見極め、そ
の時々の状況に応じて、津山のためにできることを考え、挑戦を続
清掃活動
集合写真
けていきたいと考えています。

「小さな親切」運動 津山支部

花の苗プレゼント
「小さな親切」運動 津山支部の環境美化運動の一環として、
会員の皆さまをはじめ津山市民を対象に、会社・町内・子供
会・老人クラブなどの団体が管理している花壇・プランター
等に花の苗を希望者にプレゼントいたします。希望者は申込
期限までにハガキまたは FAX に右記必要事項を記入のうえ
お申し込みください。
※希望者が多い場合は抽選となります。

申込期限：2020 年 10 月 30 日（金）

【必要事項】
① 住所
② 会社名（団体名）または個人名
③ 責任者名（個人の場合は不要）
④ 日中連絡の取れる電話番号
⑤ 花の苗を植えこむ場所

配布予定：2020年11月13日（金）午前10時～
津山商工会館 表駐車場
■応募先およびお問合せ先
〒708-8516 津山市山下30-9
（津山商工会議所内）
「小さな親切」運動 津山支部
T E L：0868-22-3141
FAX：0868-23-5356
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岡山県新しい生活様式実践事業者補助金の締切について
岡山県が実施する「新しい生活様式実践事業者補助
金」の締切は、 令和２年 12 月４日（金）までと
なります。

対象物品

予算の範囲を超える申請があった場
合、申請受付期間内でも受付を終了しま
すので、お早目に申請をお願いします。

マスク・消毒液・非接触型検温計等の衛生用品の購入費、ソーシャルディスタンスを確
保するための客席の間仕切り設置費、オフィス内の事務机へのアクリルボードの設置費、
３密回避等の新しい生活様式を啓発するポスター制作費など。
詳細については、ホームページ
（https://www.pref.okayama.jp/page/674598.html）をご覧ください。

マスク越しのおもてなし

津山 COME ON！キャンペーン

令和3年 2/28㈰まで

この度、
（公社）津山市観光協会では津山市からの委託を受け、新
型コロナウイルス感染症により落ちこんだ津山市の観光関連産業の
復興支援事業として「マスク越しのおもてなし 津山 COME ON ！
キャンペーン」事業を実施いたします。
長期化するコロナ禍においても、
「津山市」を知っていただくこと、
また低迷する市域観光関連産業の復興を少しでも支援をすることを目
的とし、A コース・B コースの２コースからなる総額４, ０００万円
の大型懸賞キャンペーンです。
全国どこからでも応募できる A コースと、期
間中に津山市内で宿泊された方を対象とす
る B コースをご用意しました。どちらのコー
スも「津山」が誇る自慢の品々を景品として
ご提供いたします。

この機会にぜひご応募い
ただ いて、
「 津 山 の良い
もの」に触れてください！

■お問合せ先
津山 Come on ！キャンペーン事務局：
（公社）津山市観光協会 担当：森元
TEL：0868-22-3310
FAX：0868-22-3315
専用 HP：https://www.tsuyamakotabi.com/tsuyamacomeon/
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※ B コースはコロナ感染症の状況に鑑
み、当面の間、岡山県内在住者の
みを対象とさせていただきます。そ
の他、詳しくは専用ホームページを
ご覧ください。

「Go To トラベル事業」地域共通クーポン取扱店舗登録のご案内
地域共通クーポンとは？

Go To トラベル事業において、国から支援される国内旅行の代金総額の１／２相当額（1 人 1 泊あた
り 2 万円上限）のうち、３０％にあたる金額分を旅行先の都道府県とその隣接都道府県の Go To トラベ
ル事務局の登録を受けた取扱店舗で使用できるクーポンとして付与するもの（旅行期間中でのみ利用可能）
●１枚 1,000 円単位で発行する商品券で、おつりは出ません。
●事務局で発行し、旅行者が旅行・宿泊商品を購入した旅行業者や宿泊事業者より配布する。
●取り扱うクーポンは、紙クーポンと電子クーポンの 2 種類から選択する。
（両方も可）
紙クーポン（券種：1,000 円のみ）と電子クーポン（券種：1,000 円、2,000 円、5,000 円）

登録から精算までの流れ

1 取扱店舗登録申請（オンライン or 郵便）
2 マニュアル・スターターキット

（ポスター・ステッカー等）の受け取り

4 店頭等に掲示したポスターの写真を事務局へ提出
5 地域共通クーポン取り扱い開始！
6 受け取った紙クーポンの換金請求

3 ポスター掲示等の事前準備

7 事務局より登録口座へ振込

登録申請方法

●オンライン申請・様式のダウンロードは下記のアドレスまたは QR コードから
https://biz.goto.jata-net.or.jp/coupon/
●郵送での申請をご希望の方は、Go To トラベル事務局コールセンターへご連絡ださい。

■お問合せ先
Go To トラベル事務局コールセンター
（受付時間：10：00～19：00 年中無休）
TEL：0570-017-345
TEL：03-6747-3986
※こちらのお電話から全国47都道府県の地域事務局をご案内させていただきます。

スマホの方はこちらから

津山市都市整備公社

津山市プレミアム付グルメ券「うまい券」取扱店申込のご案内
津山市では、市独自の経済対策として、７, ０００円分の飲食などができ
』を販売します。
るクーポン券『津山市プレミアム付グルメ券「うまい券」
つきましては、うまい券の取扱店（タクシー・運転代行を含む）を募集し
ていますので、是非お申込みください。
うまい券の使用期間は令和２年１１月１０日
（火）
～令和３年２月２１日
（日）
なお、うまい券の購入には、事前申込が必要です。

申込期日

10月16日
（金） 必着

※詳細は「うまい券」ホームページをご覧ください。

申込方法

取扱店申込書を持参、郵送または FAX にて提出
※申込書は整備公社窓口に置いています。
ホームページでもダウンロードできます。津山市内の店舗限定。

対象店舗

津山市内に店舗・事業所があり、飲食店営業許可
又は喫茶店営業許可を取得してる店舗
津山市内でタクシー・運転代行業の営業を行う事業者
※新型コロナウイルス感染症拡大防止策等に協力していること

■お問合せ先
岡山県津山市山北５２０（津山市役所６階）
一般財団法人津山市都市整備公社
T E L：0868-32-2126・0868-32-2127
FAX：0868-23-3883

「うまい券」ホームページ
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新入会員紹介
事業所名

吉田

学

河辺 1152-4

屋根葺き替え工事

田口

隼人

上河原 170-3

美容業

桜井

康章

田町 139

建設業

井上

弘隆

横山 326

自動車整備業
（整備・販売）

藤下

静香

津山口 144-6

美容業
（フェイシャルエステ・化粧品販売）

桜建築

かおる

営業内容
パソコンサポート業

Ｌｉｔｔ

喜楽や

住所
瓜生原 645-7

㈱フジシステム販売

カルネ

総会員数2,236 件

陽平

筆保

CP サロン

2020 年 10 月 1 日現在

代表者

パソル

Sky Net

ご加入ありがとうございます

沼 50-17

居酒屋

李

翠平

坪井上 1170-1

木材・木製品・日用雑貨輸出入

高山塗装

高山

浩一

上横野 79-34

建築塗装

灘岡

灘岡

萌

北園町 2-13

ライター・WEBサイト掲載記事の執筆等

魚谷

裕一

東一宮 47-14

建設業
（太陽光・土木・解体）

東源㈱

ONE

萌
TEC

牧野

薫

新築・リフォーム

㈲赤木自動車鑑定事務所

赤木

文雄

久米郡美咲町周佐 1092 自動車整備業・販売業

㈱共栄金型製作所

川端

克彦

河辺 2090

住所の変更

敬称略

昭和町 2 丁目 88-1

福岡鋼業㈱

金型製造業（自動車部品）

変更 がございましたら

津山商工会議所 総務管理課まで
お問合せください。
TEL. ０８６８- ２２- ３１４１
E-mail：info@tsuyama-cci.or.jp

一般：1,500 円 学生：1,200 円 小人：1,000 円
(200 円割引券有）

10月17日（土）
〜18日（日）

10月25日（日）
〜31日（土）

映画

映画

「映画ドラえもん

「映画クレヨンしんちゃん
激突！ラクガキングダム

のび太の新恐竜」

とほぼ四人の勇者」

①10時30分〜

①10時30分〜

②14時30分〜

ご来場者様へのお願い
・発 熱、咳などの症状や、体調に不安がある方は、
ご来場をお控えください。
・全 てのご来場のお客様にマスクの着用をお願いい
たします。
※マスクを着用されていない場合は入場をお断りい
たします。
・手 洗いや備え付けの消毒液のご使用、咳エチケッ
トのご協力をお願いいたします。
・ソーシャルディスタンス確保の為、座席の間隔を 1
席ずつ空けての鑑賞とさせていただきます。
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②14時30分〜

音楽文化ホール ベルフォーレ津山
お問合せ先
津山市新魚町 17
アルネ・津山 7 階
TEL.0868-31-2525
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