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☆ マイナンバー制度対策セミナー…大阪産業創造館 

☆ 関西ものづくり新撰 2017応募受付中…近畿経産局 

☆ 第1回関西 総務・人事・経営ワールド…インテックス大阪 

☆ 過重労働解消セミナー……LEC 京都駅前本校 

第 26期の 2号議員 28名が確定 
 

役員議員改選 
 

 宇治商工会議所では、現在第 26期役員議員の改選作業を進めています。 

 議員定数 80 名のうち、各部会からの推薦により選任される 2 号議員 28 名

が 9 月 2 日に確定しました。今後は、選挙による 1 号議員 40 名と、1・2 号

議員の協議による 3号議員 12名を順次選任する予定です。 

 第 26 期の 2号議員に選任された方は次の各氏です。  （順不同・敬称略） 
  

商業部会 太田電機㈱ 太田利三、㈲サワキ 佐脇 至、 

     ㈱シンキ 信貴豊長、樋口鉱泉㈱ 樋口始郎、 

     村田寝具㈱ 村田貞美、㈲宇城彩菓庵ふくとく 増田 進、 

     ㈱ジィーシーエム 髙見 進、㈱ミヤモト 宮元亀一、 

     ㈱ユーサイド 久保田良則、㈱ヤマダ 山田満信、 

     ㈲はせ川 長谷川勝己 
  

茶業部会 ㈱通圓 通円亮太郎 
  

観光部会 ㈲喜撰茶屋 中村健治 
  

文化部会 ㈲キョーカン 橋内勇生、㈱近畿 川嶋利春、 

     ㈲花和商店 石井信人 
  

金融部会 京都中央信用金庫宇治支店 長尾昌昭 
  

工業部会 関西電力㈱京都支社京都南部総務グループ 飛田 聡、 

     ナカガワ胡粉絵具㈱ 中川晴雄、 

     洛陽プラスチック㈱ 本田壽恵子 
  

建設部会 ㈱小西工務店 小西敏博、玉井建設㈱ 玉井康義、 

     ㈱日開調査設計コンサルタント 小林大太、 

     田渕電機産業㈱ 西村三典、 

     ㈱中徳木材 中谷雅夫、平和住宅建設㈱ 髙木健次 
  

交通部会 ㈱宇治吉田運送 吉田實子、㈱三星自動車 森 敬夫 
  

  

 

 

 

1 号議員の立候補届出受付 
 

期 間 9 月 13 日～9月 23 日 

届 出 先 宇治商工会議所 

選挙管理事務長 

 

――― 中村真由美 

 

第65回 宇治茶まつり 
 

茶業イベント 
 

日 時 １０月２日(日) 9：00～15：00 

場 所 興聖寺・福寿園宇治茶工房華松庵及び府立宇治公園中の島一帯 

内 容  9:00 名水汲上の儀（於 宇治橋三の間） 

     10:00 茶祭御献茶式、茶筅塚供養（於 興聖寺） 

     10:00～15:00 

お茶席（於 興聖寺、福寿園華松庵、宇治上神社） 

         点心席（於 宇治上神社 社務所） 

         お茶のみコンクール（於 橘島） 

         抽選会（於 橘島） 

         茶の木人形展示（於 宇治市観光センター） 
  

お 茶 券 1枚 2,500 円(消費税込) 

     （茶席券 2席、点心券、お茶のみコンクール参加券、抽選券等付） 

茶 券 販 売 所 市内茶店、宇治商工会議所、宇治市観光協会ほか  

  

 

お茶席、点心席、お茶のみコ

ンクールの受付は 14：00 ま

でとなっています。 

詳細は、宇治商工会議所業務

課（℡23-3101）までお問合

せください。 

 

――― 湯浅公恵 
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新商品・新サービス開発や設備投資を支援 
 

京都府補助金 
 

京都府は、自社の強みを活かし新分野進出や新規事業、本格的な製品開発

に取り組む中小企業等を支援する｢京都エコノミック・ガーデニング支援強化

事業｣を実施されます。なお、補助金には「事業創生型」と「試作・開発等型」、

「販路開拓・設備投資型」の制度があります。 
 

Ⅰ型「事業創生型」 

補助対象 新たな市場の創出を目的とした新規事業に関する需要開拓、自社の

強みを活かした新規事業計画の見極め及びブラッシュアップ等の

取り組みに関する展示会等の出展料やパンフレット等の作成費、ホ

ームページ製作費など 

補助金額 100万円以内（補助率1／2以内） 
 

Ⅱ型「試作・開発等型」 

補助対象 試作品やサービス基盤等の開発や実用化に向けた取り組みに関す

る資材費や消耗品費、試作設計費、システム設計費など 

補助金額 ①試作・製品化 1,000万円以内（補助率1／2以内） 

②応用・生産技術開発等製品化 3,000万円以内（補助率1／2以内） 
 

Ⅲ型「販路開拓・設備投資等型」 

補助対象 自社の強みを活かした優位性または差別化要素を備えた新規事業

に関する需要開拓、新規事業の事業化段階における生産体制の構

築、販売・サービス提供の拠点整備等に関する展示会出展費や設

備・備品費、建物等取得費など 

補助金額 ①販路開拓 1,000万円以内（補助率1／2以内） 

②設備投資 3,000万円以内（補助率15％以内） 
 

申 請 先 Ⅰ･Ⅲ型 宇治商工会議所商工課（℡23-3101） 

      Ⅱ型   (公財)京都産業21イノベーション推進部(℡075-315-9425)  

  

 

 

 

いずれの補助金も申請締切

は、１０月７日（金）です。 

 

当補助金の詳細は、京都産業

21のWebページ（http://www.

ki21.jp/kobo/h28/eg/egtop.

html）をご覧ください。 

 

問合わせは、宇治商工会議所

商工課（℡23-3101）まで。 

 

――― 西江将就 

きょうと農商工連携応援ファンド 
 

京都府助成金 
 

京都府では、農林漁業者と商工業者が密接に連携し、それぞれの強みを活

かして新たな商品やサービス、ビジネスモデルを開発することで、経営改善

を図る取り組みを支援する「きょうと農商工連携応援ファンド」の二次募集

を行っています。このファンドを活用して、これまでに“苺農家と酒造メー

カーが連携した苺のスパークリング酒開発”や“林業者と建材業者による京

都杉のフローリング開発”など 100事業が採択されています。農商工連携に

は、企業としての注目度アップや、商品のブランド力アップ、販路の拡大な

ど多くのメリットがありますので、この機会にぜひお取り組みください。 
 

対象事業 ①地域の農林漁業資源を活用した新商品・サービス開発、提供によ

り新たな京都ブランドの創造・発展に資する事業 

対象事業 ②新たな農林漁業ビジネスの創出により地域経済の活性化に資する事業 

対象事業 ③その他上記に準ずる事業であって審査委員会で認められたもの 

対 象 者 京都府内の中小企業者と農林漁業者の連携体 

助成金額 300万円以内（対象事業費の2/3以内） 

申 請 先 京都府山城広域振興局 農林商工部 地域づくり推進室（℡21-2186） 

  

 

申請締切は、９月２１日（水）

です。 

 

募集要項や申請書類等は京

都産業 21の Web ペ―ジ（htt

p://www.ki21.jp/noshoko/）

からダウンロードできます。 

 

問合わせは、宇治商工会議所

商工課（℡23-3101）まで。 

 

――― 西江将就 
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「第 4回京都府物産展 in台湾」に出品してみませんか 
 

海外販路開拓 
 

 宇治商工会議所では、来年の 2月 6日(月)から 12 日(日)の 7日間、台湾中

部にある高級食品スーパー“裕毛屋”で「第 4回京都府物産展 in台湾」を開

催いたします。そこで本物産展に参加いただける事業所を募集しています。 

裕毛屋は、安心･安全にこだわる無添加食品など良質な品揃えで取扱商品の

約7割を日本製商品が占めており、客層は富裕層が中心です。また、神奈川県

にあるグループ企業が仕入窓口で国内取引となっており、海外取引が初めて

の事業所でも取り組みやすい取引条件となっています。台湾への販路開拓に

関心をお持ちの方、現地で自社商品をＰＲしたいとお考えの事業所は、この

機会にぜひお申込みください。 
 

場 所 台湾 高級食品スーパー「裕毛屋」3 店舗 

     ①台中市 公益店、②台中市 崇徳店、③彰化市 曉陽店 

期 間 平成 29年２月６日～１２日 

対 象 商 品 京都府内製造の食品･酒･菓子等で、賞味期限が 3ヶ月以上の商品 

※裕毛屋のバイヤーが商品選考をいたしますので、取引が成立し

ない場合があります。 

募集締切日 平成 28年１０月７日(金) 

申込・問合わせ 宇治商工会議所商工課(℡23-3101) 

  

 

 

 

 

 

 

物産展試食販売の様子 

 
 

取り組みやすい取引条件 

・神奈川県にあるグル―プ企

業による買付けで、国内取

引で完結するため日本円決

済です。 

・煩雑な通関手続や台湾基準

の食品表示ラベルは買付側

が作成します。 

――― 西江将就 

イトーヨーカドー六地蔵店 来年２月閉店へ 
 

大型店情報 
 

イトーヨーカドー六地蔵店は平成 10年 2 月にオープンして以来、地域や地

元商店街と協力して、同店駐車場での地域イベント開催や、商店街の利用者

向けに駐車場を提供するなど、地元住民に親しまれてきました。しかし、流

通大手のセブン＆アイ･ホールディングスから、昨年、事業構造改革として傘

下のイトーヨーカドーについて、2020 年までに全国で 40 店舗を閉店する方

針が発表され、六地蔵奈良町にある同店が、その対象となり、来年 2 月に閉

店することが分かりました。六地蔵地域周辺は、｢イズミヤ六地蔵店｣や｢ＭＯ

ＭＯテラス｣など大型商業施設が集積する激戦区で、宇治市の北の玄関口に立

地し、宇治市側の中心商業施設である同店の閉店は、地域や商店街だけでな

く、今後のまちづくりにも影響を及ぼすことから、宇治商工会議所では、京

都府、宇治市と連携して、近隣住民への影響を最小限に留め、閉店後もまち

づくりの地区計画が円滑に進むよう取り組んでまいります。 
 

  

 

 

 

 

 

 

閉店が明らかになった 

   イトーヨーカドー六地蔵店 

 

――― 佐々木伸治 

 

デジカメテクニック講座 
 

受講者募集中 
 

 気軽に写真が撮れて、誰でも WEBで公開できる時代だからこそ、写真の重

要性は高くなってきています。写真の良し悪しが、商品の印象を左右し、売

上げにも影響します。そこで本講座では、デジカメの機能についての知識と

写真撮影の基礎やテクニック習得を通して、“集客・売上・リピーターにつな

がる写真“をプロのカメラマンが伝授します！  
  

日 時 １０月５日(水) 13：30～16：30 

場 所 宇治商工会議所 3階 会議室 

講 師 ㈱理念系映像集団/studio Fit 代表取締役 小畑 章 氏 

持 ち 物 デジタルカメラ（スマートフォンでも構いません） 

  

 

 

詳細･申込みは、中挟み紙面

７頁をご覧ください。 

 

――― 福冨頌子 
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宇治歴史夜噺「あをろしきお化け街道」に２万８千人 
 

夏の集客イベント 
 

 宇治川花火大会代替イベント実行委員会(金丸公一委員長)では、「宇治歴

史夜噺 あをろしきお化け街道」を 8月 6日、宇治川左岸の頼道公園(宇治市

観光センター隣接)をメイン会場に周辺 4 商店街と連携して実施されました。 

 宇治歴史夜噺は、夏の夜に子供から年配者までが気軽に楽しんでもらえる

参加型のイベントとして昨年に初めて実施。メインイベントの“宇治百鬼夜

行”では、特殊メイクで妖怪にふんした参加者が、メイン会場から周辺商店

街を練り歩き、多くの来場者がその様子を楽しんでいました。周辺商店街で

は、宇治橋通り商店街で“クラフトビール夜市”、源氏タウン銘店会や平等院

表参道商店会で“ほろ酔い屋台村”が開催され、また塔の島では宇治観光塔

の島会がミニ花火まつりを開催するなど、各団体が多彩な企画で意欲的にイ

ベントを盛り上げ、宇治の街は 2万 8千人の人出で賑わっていました。 

 当会議所においても、お化け衣装の「チャチャ王国のおうじちゃま」が宇

治橋通り商店街で来場者をお出迎えしたほか、手作り品を販売する「チャレ

ンジショップ」も 20 店舗が出店し、夏の集客イベントを支援しました。 

  
 
 
 
 
 
 
 

宇治百鬼夜行の参加者 

 

――― 釜山昌之 

“宇治”で青年部 8単会が交流親睦を深める  
青年部会員大会 

 

 宇治商工会議所青年部(西村一夫会長)が主管する京都府商工会議所青年部

連合会第 20回会員大会(池本将孝実行委員長)が 8月 27日(土)にパルティー

ル京都で開催しました。この会員大会は、京都府内 8 商工会議所（宮津・舞

鶴・綾部・福知山・亀岡・京都・宇治・城陽）の青年部メンバーが一堂に会

して交流を図るもので、「ともに学び、友と楽しむ」を大会テーマに掲げ、当

日は来賓を含め、全国から 314 名の参加を得ました。記念式典は、岡本京都

府山城広域振興局長や山本宇治市長、山本会頭、岡村日本商工会議所青年部

会長など多くの来賓の方々にご臨席いただき、厳かな雰囲気のなか行われま

した。式典後の分科会では、“平等院見学”“天ケ瀬ダム工事現場見学”“宇治

茶入門”の 3つのコースに分かれ、宇治の歴史や文化を体感いただきました。

また懇親会では、京都府青連は「One Team」の掛け声のもと、10 月 1 日に開

催される“日本商工会議所青年部近畿ブロック大会城陽大会”に向けた団結

を再確認するとともに、会員相互の交流・親睦を深め、京都府下 8青年部の

繋がりをより強固にすることができました。 

  

 

 

 

 

 

 

記念式典で挨拶する西村会長 

 

――― 釜山昌之 

宇治商工会議所で行う検定試験 
 

9～10 月受付分 
 

簿記検定試験 

申込期間 ９月１２日（月）～１０月２１日（金） 

試 験 日 11 月 20 日（日） 

受 験 料 1級 7,710 円、2級 4,630 円、3級 2,570 円 
  

カラーコーディネーター検定試験 

申込期間 ９月２０日（火）～１０月２１日（金） 

試 験 日 12 月 4日（日） 

受 験 料 1級 9,440 円、2級 7,340 円、3級 5,250 円 
  

ビジネス実務法務検定試験 

申込期間 ９月２７日（火）～１０月２８日（金） 

試 験 日 12 月 11 日（日） 

受 験 料 1級 10,800 円、2級 6,480 円、3級 4,320 円 

  

簿記検定は、宇治商工会議所

窓口か Web ページ（http://w

ww.ujicci.or.jp/license/）

から申込めます。 

また、カラーコーディネータ

ー・ビジネス実務法務の申込

みは、インターネット（http:

//www.kentei.org/）または検

定センター（℡ 03-3989-077

7）になります。 


