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☆ アジアフードショー2016……インテックス大阪 

☆ 中信ビジネスフェア2016……京都パルスプラザ 

☆ 資金繰りと資金調達セミナー…中小企業大学校 

☆ マーケティング入門セミナー…大阪産業創造館 

第26期の１号議員40名が当選 
 

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。 

 今回、選任する 1 号議員は、選挙による公選議員(定数 40 名)で、9 月 13

日から 23 日までの立候補届出期間中に 40 名が立候補されました。立候補者

数が定数内であったため、9 月 27 日に立候補者 40 名を無投票当選としまし

た。1号議員当選者は次の方々です。    （順不同・敬称略） 
  

商業部会 ㈲キタムラ 北村健造、サイクルパークナカタニ 中谷正博、 

     ㈱斉藤写真館 斉藤耕至、㈱朝日屋三元呉服店 中西 敏、 

㈱平和堂アル・プラザ宇治東 阪部暢彦 、 

     京印京都南部青果㈱ 北浦登志男、㈱京煎堂 松久敏夫、 

     小泉米穀㈱ 小泉喬之、小山食品㈱ 小山博實、 

     辻鶏卵㈱ 荒井満壽美、丸五醤油醸造㈲ 太田壱将、 

     薮内商店 薮内 均、㈱魚関 関 順次 
  

茶業部会 ㈱堀井七茗園 堀井長太郎 
  

観光部会 ㈱宇治川 松井常和、京料理竹林 下口利治 
  

文化部会 井上税理士事務所 井上玲子、㈱宇治葬祭駕辰 木村 徹、 

     京都インターナショナル㈱ 平井幹人、きんきグリーン㈱ 北村彦治 

     ㈲新進堂印刷所 中島 健 
  

金融部会 ㈱京都銀行宇治支店 服部広志 
  

工業部会 宇治電器工業㈱ 里村和樹、三和研磨工業㈱ 竹ノ内壮太郎、 

     日本ジフィー食品㈱宇治工場 石川 誠、 

     任天堂㈱宇治工場 齊藤孝之、㈱山口屋穀粉 山口興治、 

     山崎製パン㈱京都工場 佐藤雄二、 

     ユニチカ㈱宇治事業所 土倉和泰 
  

建設部会 池谷土地家屋調査士事務所 池谷一郎、㈱ＵＥＭＵＲＡ 植村敏和、 

     奥田建設工業㈱ 奥田清司、㈱下岡建設 下岡智也、 

     ㈱南郷工業建設 南郷 孝、㈱太陽電気 勝山茂樹、 

     ㈲南城園 城島健治、㈱洛南エンジニアリング 堀 侑稔、 

     雨堤商店 雨堤孝夫 
  

交通部会 南村自動車工業㈱ 南村康治、㈱山本自動車工業 山本兼市 
 

  

 

 

 

3 号議員 12 名については、 

1・2 号議員が協議会を開催し

て選任される予定です。 

 

 

なお、会頭・副会頭・専務理

事・常議員・監事の役員につ

いては、11月 7日開催の平成

28年度第2回臨時議員総会に

おいて選出されます。 

 
――― 中村真由美 

京都府の最低賃金を８３１円に引き上げ 
 

労 務 
 

 最低賃金とは、最低賃金法に基づき賃金の

最低限度を定めたもので、事業主は最低賃金

額以上の賃金を支払う必要があります。京都

府では、10月2日から府内事業所で働く臨時、

パート・アルバイト等全ての労働者の最低賃

金を807円から「８３１円」に改正されます。

最低賃金の対象は、毎月支払われる基本的な

賃金で、皆勤・通勤・家族手当、時間外・休

日・深夜手当、賞与等は除外します。 

 

京都府の産業別最低賃金 

 

 

 

 

 
※ただし上記の業種は、産業別最低賃金が 

適用されます。 

 

最低賃金の詳細は、京都労働

局の Web ページ（http://kyot

o-roudoukyoku.jsite.mhlw.g

o.jp/）をご覧ください。 

 

――― 釜山昌之 

業   種 時間額（円） 

金属製品製造業 868 

電気機械器具製造業 867 

輸送用機械器具製造業 873 
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役員議員が台湾・台北方面で研修 
 

平成２８年度役員議員研修 
 

 宇治商工会議所役員議員研修運営委員会(中村健治委員長)では、30名の参

加を得て、台湾台北方面へ 9 月 4 日～6 日の 2泊 3 日の日程で、役員議員研

修を実施しました。 

 1 日目は、1738 年に創建された台北最古の寺院で、市内で最も格式が高い

とされている龍山寺を見学。夕食後には、地上 101階 高さ 509.2ｍを誇る台

北 101展望台へ。世界最高速でギネス記録にも認定されているエレベーター

に乗り、毎分 1,010ｍの速さで上昇し、地上 5 階から展望台のある地上 89階

高さ 382.2ｍまで、わずか 37秒で到達した際には、エレベーター内に歓声が

上がりました。2日目は、台北郊外にある十份にて老街散策・天燈(ランタン)

上げを体験。天燈上げでは「家内安全・商売繁盛」等、それぞれの願い事を

込めた天燈が空高く飛ばされました。ローカル列車(平渓線)で行った九份は、

有名アニメの舞台となった街で、石段が続くレトロ調な雰囲気の中、両側に

並ぶ物産や民芸品のお店を眺めながら、お土産などを購入されました。夜は、

台北市内で、海鮮料理を楽しみながら懇親を深め、夕食後、屋台が 500 店舗

以上軒を連ねる台湾最大級の士林夜市を散策。日本人観光客や地元の若者が

多く集まる、熱気あふれる台湾の夜を体感しました。 

最終日は、三国志の武将の一人であり、そろばんの発明者や商売の神様と

もいわれる“関羽”が祀られている行天宮を見学。地元民が商売繁盛を願っ

て大勢参拝する光景に、関心の声が漏れました。 

 蒸し暑く汗ばむ中、3 日間の行程を終えた参加者からは「過密な行程だっ

たが、その分、見どころのある名所や人気の台湾料理店など、台北の魅力を

存分に味わうことができた」などの感想をいただきました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

龍山寺にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

天燈上げ(十份にて) 

 

――― 小西祥太郎 

秋のイベントで地域のにぎわい創り 
 

商店街事業 
 

 宇治橋通商店街振興組合(佐脇 至理事長)とロクモール商店街振興会(潮見 

洋会長)では、それぞれ 10 月と 11月に、地域の活性化を図るため、地域の団

体等と連携したにぎわい創りのイベントを開催されます。宇治商工会議所で

は、｢チャチャ王国のおうじちゃま｣を出動させ、｢チャレンジショップ｣を実

施するなど、両商店街のにぎわい創りを応援します。 
  

「宇治橋通りわんさかフェスタ」 

日  時 １０月２２日(土) 11:00～17:00 

場  所 宇治橋通り商店街 

内  容 歩行者天国となる商店街には、参加する各種団体や学校など約 60

団体のテントが並び、ステージショーや青空美術館、模擬店などが

行われます。商工会議所から異業種交流グループ鳳凰会｢アート夢

広場｣と新ご当地グルメ｢宇治茶漬けブース｣も出展します。 
  

「六地蔵こども祭り」 

日  時 １１月３日(木・祝) 11:00～15:30 

場  所 イトーヨーカドー六地蔵店 平面駐車場 

内  容 ロクモール商店街振興会が中心となり開催される地域イベントで、

会場では地域の子どもみこしが巡行するほか、飲食ブース、金魚す

くいなどの屋台が並びます。ステージでは木幡中学校吹奏楽部の演

奏や｢おうじちゃま｣が登場しての抽選会が行われます。 

  

《昨年のイベントの様子》 

 

 

 

 

 

 

 

宇治橋通りわんさかフェスタ 

 

 

 

 

 

 

 

六地蔵こども祭り 

 

――― 佐々木伸治 
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ワーキングホリデー受入9人目が来宇 
 

台湾との経済文化交流事業 
 

9 月 11 日、台湾から黄琯元
こうかんげん

(28歳)さんが来宇しました。大学で日本語を勉

強し、卒業後は台湾の大手タイヤ会社に入社され、日本部門担当として出張

で訪れたのが初来日です。日本のビジネス習慣に触れられたことが貴重な財

産になったそうです。その後、更に日本語を勉強したいと進んだ大学院で日

本漢字能力検定協会主催の日本語ビジネス能力テスト１級を取得しました。 

 大学院卒業後、これまでの勉強の成果を日本で活かしたいとワーキングホ

リデーを決意。折しも宇治商工会議所が主催する「京都府物産展 in台湾」で、

台湾の方に茶道や宇治茶を説明する通訳のアルバイトをしたことから、日本

文化や宇治茶に関係する仕事がしたいとの想いが強くなり、宇治商工会議所

に相談した結果、㈱丸久小山園での勤務が決まりました。同僚からは「物腰

が柔らかく、真面目で謙虚な姿勢で接客している」と高評価を受けています。 

 黄さんは「同僚や宇治の方々に優しく接して頂き、大変感謝しています。

また同僚は仕事中に目で合図を送らなくても助けが必要な時は、いつの間に

か隣に来てサポートしてくれるなど、お客様へのおもてなし以外にも気を配

る思いやりに感動しました。この 1年で、日本人の仕事に対する姿勢や気遣

いを学び、会社で役立ちたいという気持ちが強いです」と語っておられます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

同僚からは「黄
こう

さん」と呼ば

れ、主に本社で勤務をしてい

ますが催事のときは京都伊勢

丹などでも販売の仕事をして

います。一年間よろしくお願

いします。 

――― 西江将就 

天ヶ瀬ダム再開発･新名神工事現場を見学 
 

槇島地区合同研修会 
 

 槇島地区委員会(西村三典委員長)と槇島地区企業街づくり協議会(樋口始

郎会長)では、9 月 16 日、槇島地区の企業の相互交流と、今後の企業活動に

活かすため「天ヶ瀬ダム再開発と新名神高速道路の工事現場見学会」を 10

名の参加を得て実施しました。 

 天ヶ瀬ダムでは、昭和 28 年に発生した洪水被害や、ダムの歴史・構造等の

紹介後、現在進めている再開発工事の説明をいただきました。「洪水調節機能

の強化」「発電機能の増強」「府民の水道用水確保」を目的に整備されるトン

ネル式放流設備は、幅 23ｍ、高さ 26ｍと国内でも最大級のもので、参加者は

トンネル内部まで歩いて見学しました。その後、現在進捗中の新名神高速道

路の「八幡ジャンクション(ＪＣＴ)橋部」「京田辺高架橋部」「城陽ＪＣＴと

木津川橋部」の工事現場を見学しました。この区間は、組立手間を大幅に削

減しながら施工できる移動支
し

保工
ほ こ う

架設工法や、川の流れを部分的に変更する

瀬
せ

替
かえ

工法といった特殊な工法で施工されているのが特長で、参加者は「どの

ように建設されるのか」「どこが苦労するところか」など熱心に質問をされて

いました。完成後は渋滞緩和や大規模災害時のバイパス道路としての役割の

ほか、スムーズな物流と地域経済への貢献が期待されています。両現場にお

ける視察研修会は日本のものづくりの高度な技術に触れる有意義なものとな

りました。 

 【完成予定】 

 天ヶ瀬ダム  平成 30年度 

 新名神高速道路 [名古屋市～神戸市 総延長 約 174km] 平成 35 年度 

 ・八幡ＪＣＴ  ～城陽ＪＣＴ    [ 3.5km] 平成 28 年度 

 ・高槻第一ＪＣＴ～神戸ＪＣＴ    [40.5km] 平成 30年度 

 ・八幡ＪＣＴ  ～高槻第一ＪＣＴ  [10.7km] 平成 35 度度 

 ・大津ＪＣＴ  ～城陽ＪＣＴ    [25.1km] 平成 35 度度 

  

 

 

 

 

 

 

 

天ヶ瀬ダムトンネル前にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

城陽ＪＣＴで説明を受ける参加者 

 

――― 西江将就 
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取引に関するお悩み何でもご相談ください！ 
 

下請かけこみ寺 
 

 (公財)京都産業 21 では、下請取引の適正化を促進することを目的として、

｢下請かけこみ寺｣を実施しています。 

 この事業では、業種を問わず企業間取引に関するトラブルや苦情、疑問等

の相談に、下請法や中小企業の取引問題に精通した専門相談員が親身になっ

て対応し、無料で適切なアドバイスを行っています。 

 現在、京都産業 21 の相談窓口のほかにも定期巡回相談や、必要に応じて弁

護士による無料法律相談も行っていますので、お気軽にご相談ください。 
  

「定期巡回相談」（山城地域） 

開 催 日 時 毎月第３火曜日 13：00～15：00 

場 所 久御山町商工会（久御山町田井浜代5-1 ℡075-631-6518） 

場  所  ※日程等が変更される場合があります。事前にお問合せください。 
  

「弁護士による無料法律相談」 

開 催 日 時 毎月第２火曜日 13：30～16：00 

場 所 (公財)京都産業21 会議室（京都市下京区中堂寺南町134） 
  

申込・問合わせ (公財)京都産業 21 下請かけこみ寺担当（℡075-315-8590） 
  

  

 

本事業の詳細は、全国中小企

業取引振興協会の Web ページ

（http://www.zenkyo.or.jp/k

akekomi/address.htm）をご覧

ください。 

 

――― 佐々木伸治 

第45回ゴルフコンぺ 11月9日に開催 
 

ゴルフ同好会「楽らく会」 
 

 宇治商工会議所ゴルフ同好会「楽らく会」では、第 45回ゴルフコンペを開

催します。参加できる方は、ゴルフ同好会「楽らく会」メンバーの方に限ら

れていますので、商工会議所の会員でゴルフを愛好されている方は、ぜひこ

の機会に同好会にご入会いただき、ご参加ください。 
  

開 催 日 １１月９日(水) 

場 所 宇治カントリークラブ 

参 加 費 2,000円 

プレー費 11,740円(キャディ付)※個人的支出は各自別途精算 

申込締切 10 月 31 日(月) 

問合わせ 宇治商工会議所業務課(℡23-3101) 
  

  

9月13日に開催されました第

44 回ゴルフコンペの結果は、

次のとおりです。 

 

優 勝 石井 博 氏 

準優勝 河原林 真也 氏 

 ３ 位 横田 憲孝 氏 

 

――― 中村真由美 

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 ～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 ～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 ～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://

www.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（htt

p://www.kentei.org/）または

検定センター（℡03-3989-0

777）になります。 


