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☆ めざせ起業家！｢創業塾｣…宇城久広域連携事業  

☆ マスコミ対策セミナー…大阪産業創造館 

☆ 経営トップセミナー…中小企業大学校関西校 

☆ 環境整備支援セミナー……………厚生労働省 

 

新年のごあいさつ 
 

年頭所感 
 

 平成 29年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。 

 昨年 11 月開催の臨時議員総会にて、宇治商工会議所第 26 期会頭に再任い

ただき、引き続き重責を担うことになりました。よろしくお願いいたします。 

 さて、安倍首相の強力なリーダーシップのもと、昨年 10月に総額 3 兆 3千

億円もの第二次補正予算が可決成立されました。この補正予算には、一億総

活躍社会の実現に向けた子育て支援や介護の拡充のほか、リニア中央新幹線

の開業前倒しなどの 21世紀型のインフラ整備、英国のＥＵ離脱に伴うリスク

対応などの中小・小規模事業者支援などが盛り込まれています。安倍内閣に

は、補正予算の執行により、当面の需要喚起にとどまらない大胆な経済対策

を推し進められることを望んでおります。 

 こうした中、昨年 12 月に宇治市長選挙が行われ、激戦の末、現職の山本 正

市長が再選されました。1期目の山本市長には、京都府物産展 in 台湾での宇

治物産の販売ＰＲ活動や、香港での観光プロモーション活動など、国内外の

トップセールスにご同行いただき、商工会議所事業に多大なご協力をいただ

きました。2 期目の今期も、地元中小企業者に対する支援はもとより、地域

を活性化するための起業家育成支援や、定住を促進するための地元企業への

若者雇用、観光インバウンド対策としての新たな観光資源の発掘・活用など

の振興策を推進いただき、中小企業者が抱える諸問題の解決にご尽力を願い

ます。またＪＲ奈良線の高速・複線化や、宇治川太閤堤跡歴史公園の整備、

ホテル誘致などのインフラ整備事業の進展にも期待を寄せております。 

 宇治商工会議所では、宇治市公認キャラクターとなった“チャチャ王国の

おうじちゃま”を活用した商店街振興事業として、六地蔵地区での買い物ス

タンプラリーを 1月 9日まで開催しており、21日からは宇治地区の４商店街

でも開催する予定です。小規模企業の業績向上を支援する販路開拓事業にあ

っては、国内では、インターネット通販事業「京都宇治土産.com」を充実実

施するほか、2～3 月にかけ首都圏での大型展示商談会に複数回出展し小規模

企業のマッチングを支援してまいります。海外販路開拓事業では、今年で４

回目の「京都府物産展 in台湾」を 2月 6日から台湾台中市の裕毛屋にて開催

します。他にも、製造事業者や建設事業者に向けた講演会の開催や、小規模

事業者持続化補助金の申請支援など、業種業態にあったきめ細やかな事業を

進めてまいります。また今年は「お茶の京都」のターゲットイヤーとして、4

月から府南部の各地域で“お茶の魅力”を全国に発信するイベントが各々開

催される予定です。当市におきましても交流人口の増加に繋げる絶好の機会

ですので、「お茶の京都」事業の成功に向け府・市と連携してまいります。 

 結びに、会員並びに市内事業所の繁栄と地域産業発展のため、京都府や宇

治市をはじめ関係諸機関と緊密な連携を図り、役員・議員・職員が一丸とな

って諸事業に邁進する所存ですので、ご支援・ご協力を賜りますようお願い

申し上げ年頭のご挨拶といたします。 
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新春年賀交歓会 １月４日に開催 
 

年始行事 
 

日  時 １月４日(水)13：00～ (受付 12：30～) 

場  所 パルティール京都(宇治樋ノ尻 88 宇治郵便局前 ℡25-7777) 

会  費 1,000 円(当日ご持参ください) 
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酉年さん集合 
 

年男・年女 
 

㈱通圓 通円亮太郎氏… 還暦後、娘に女の子 2人、息子に男の子 2人を授か

り、孫達の成長を見守りながら商いに精進したいと思います。 
  

ユニチカ㈱宇治事業所 土倉和泰氏… 酉年は商売繁盛の年。黄金の鳳凰に見

守られて、宇治市と宇治商工会議所の発展に寄与できるよう精進します。 
  

奥田建設工業㈱ 奥田清司氏… 還暦になっちゃった。鷲に成り、目標を見据

えて羽ばたき、昨年の漢字が金なので、金を鷲掴み。 
 

鮎宗 梅村晃一氏… 気が付けば年男、ドタバタ鳥にならぬようがんばりま

す。イロ鳥ドリな幸せが訪れる 1年でありますように。 
  

京料理竹林 下口真樹氏… 4 回目の廻り年、次の還暦まで、わくわくした気

持ちで 1年 1年過ごせる様に、日々楽しく頑張ります。 
  

㈱花屋敷浮舟園 山本卓治氏… 先ずは健康に留意し、個人的にも会社的にも

心機一転、新たなスタートの年と致します。 
  

㈲古川商事 古川 一氏… お客様や従業員等、周囲の方々に感謝しつつ、こ

の一年を過ごしていきたいと思います。 
  

エコスター㈲ 秋好和也氏… 酉年の守護尊｢不動明王｣のような厳しくも慈愛

に満ちた男になるために、堅忍不抜の精神で、大役を果たす覚悟です。 
  

五條セメント販売㈱ 坂下美都子氏… 酉はとりこむ、商売には縁起がよく、

親切で世話好きな干支だそうです。将来の予想が難しい昨今ですが健康第一

に皆様と和やかに前進したいと思います。 

  

 

酉年生まれの役員議員、青年

部、女性会の皆さんに新年に

かける抱負をお伺いしまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育てながら勝つ！～若手を伸ばす育成法と勝機をつかむ決断力～ 
 

青年部講演会 
 

 宇治商工会議所青年部(西村一夫会長)では、元阪神タイガース監督岡田彰

布氏をお招きし、「育てながら勝つ！～若手を伸ばす育成法と勝機をつかむ決

断力～」をテーマに、講演会を開催します。本講演では、「人材育成こそが組

織に繁栄をもたらす！」と熱く語る岡田氏から、二軍監督やコーチ時代に、

いかに若い選手を育成し、その後チームを強くしたかについて、選手の実名、

チーム名を例示しながら、経験してきたエピソードを交えてお話いただきま

す。人材育成に定評のある岡田氏の語る人材育成論や組織論は、経営者にと

っても興味深い内容となっていますので、お気軽にご参加ください。 

日 時 ２月３日(金) 18:30～20:00 

場 所 宇治商工会議所 3階 大会議室 

講 師 元阪神タイガース監督 岡田 彰布 氏 

  

 

詳細・申込みは、中挟み紙面

７頁をご覧ください。 

 

――― 澤本匡人 

ご利用ください マル経融資 
 

利子補給制度で断然お得！ 
 

マル経融資は、無担保・無保証人・低利で日本政策金融公庫から貸し出さ

れる国の融資制度。仕入や決済の資金、機械 ・  車輌の購入等にご利用ください。 
  

融資限度 ２,０００万円 

融資金利 １.１６％ (平成 29年 1月 1日現在) 

融資期間 運転資金７年、設備資金１０年 

 当初３６ヶ月間に支払った金

利分について、年１.４％を上

限に返還される「宇治市利子

補給制度」があるため、金利

負担が軽減されます。 
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新規事業の補正予算など 5議案を可決 
 

第３回常議員会 
 

 宇治商工会議所では、平成 28年度第 3回常議員会を 12 月 12日に開催し、

新入会員の承認、職員給与規則や小規模企業振興委員規則の変更、京都府の

小規模事業補助金評価制度Ａランク評価（28商工会議所・商工会のうち 4団

体）に対する補助金の増加配分や六地蔵地区・宇治地区での買い物スタンプ

ラリー事業等に伴う新規事業費の補正予算など 5 議案を可決しました。この

他、1 月下旬に行う予定の｢平成 29 年度 宇治市行政施策について｣の要望内

容や、今年度 11 月までに行った販路開拓事業や補助金・助成金活用事業など

の主な事業実績と 12 月以降の主な事業予定について協議いただきました。 

  

 

 

 

 

 
 

 

――― 西本 浩 

ご入会ありがとうございます 
 

新入会員 
 

・有明産業(株) 京都市伏見区 洋酒樽製造販売業 

・(株)イーグルトライ 宇治宇文字 経営コンサルタント業 

・異食家ｓｔｙｌｅ よっしゃん 小倉町蓮池 飲食業 

・一悟塾 五ケ庄西浦 着付け、和裁 

・浮舟亭 菟道門前 飲食業 

・(有)尾方建設工業 木幡熊小路 一般土木工事 

・オフィスワダ 宇治乙方 リフォーム業 

・(株)関西プロジェクトセンター 五ケ庄福角 不動産業 

・(株)岸田工務店 木幡御蔵山 総合建築 

・伍町(株) 宇治壱番 飲食業 

・コンパニオン おはな 京都市伏見区 接客業 

・将建 神明石塚 建設業 

・ｓａｕｌｅ 大久保町北ノ山 アパレル 

・辻元商店 槇島町本屋敷 建設資材運搬 

・(株)トヨダ 京都市伏見区 リサイクル業・旅行業 

・長瀬ゼミナール 木幡御蔵山 学習塾 

・西村証券(株) 大久保営業所 広野町西裏 証券会社 

・パソコン教室ありがとう 広野町西裏 パソコン教室 

・ぱんだちわわのお部屋 小倉町蓮池 チワワ犬販売 

・(株)ＨＩＫＡＲＩ 長岡京市井ノ内 土木一般 

・ヘアーメイク チェンバース 城陽市寺田 美容業 

・(有)北斗工建 槇島町一ノ坪 建築工事 

・ユルリ 宇治宇文字 飲食業 

・(株)Ｙ'ｓ ＧＡＲＡＧＥ 槇島町三十五 自動車販売    (五十音順) 
 

  

 

 

 

12 月 12 日開催の常議員会で

承認をいただいた平成28年7

月から 11 月までの新規ご入

会事業所の皆様です。 

 

会員の皆様の取引先やご近所

で未加入の事業者がおられま

したらぜひご紹介ください。 

 

――― 中村真由美 

経営戦略セミナー受講者募集中！ 
 

宇治チャレンジスクエア 
 

 宇治商工会議所、日本政策金融公庫京都支店、京都信用保証協会山城支所、

宇治市で組織する創業支援ネットワーク「宇治チャレンジスクエア」では 、 経

営幹部や後継経営者向けの経営戦略セミナーを 3回シリーズで開催します。 

講師には、経営コンサルタントで、三重大学や金城学院大学で講師を務め

る武田経営研究所 代表 武田秀一氏を招聘。「経営戦略の理解」や「攻めの財

務管理」、「戦略的中期経営計画策定」についてご講演いただきます。ビジネ

スプラン策定やベンチャー支援など多くの企業を指導している講師が、自身

の経験を交えて解説されますので、ぜひご参加ください。  

日   時 ２月１０日(金)・１５日(水)・１７日(金)18：00～20：00 

場   所 京都信用保証協会山城支所 

受 講 料 無料 

  

3 回シリーズですが、1回のみ

の参加も可能です。詳細・申

込みは、宇治商工会議所の We

b ページ（http://www.ujicc

i.or.jp/）をご覧ください。 

お問合わせは、宇治商工会議

所 商工課(℡23-3101)まで。 

 

――― 釜山昌之 
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商工会議所の委員会活動 
 

特別委員会 
 

槇島地区委員会健康診断（西村三典委員長、太田壱将副委員長、樋口始郎副委員長） 

 12 月 6日・7 日開催：槇島地区健康診断を槇島地区企業街づくり協議会（樋

口始郎会長）と合同で実施。槇島コミセンにて 23事業所 124名が受診。 
  

小倉地区委員会（森下康弘委員長、山口興治副委員長、角田浩史副委員長） 

 12 月 13 日開催：正副地区委員長及び常任委員会委員の選任。旧宇治徳洲

会病院跡地店舗及びマツヤスーパー伊勢田店の出店計画と、京都府南部総

合地方卸売市場の再整備計画、2月 19日開催の食のイベント「第 1回ソレ

イユマルシェ」について説明。また、各補助金制度の紹介と、平成 29年度

宇治市商工行政施策の要望について協議。 
  

会員拡大常任委員会（樋口始郎委員長、北村健造副委員長、臼井龍介副委員長） 

 12 月 14 日開催：正副委員長の選任。今年度の会員サービス事業の実施に

ついて協議。 
  

女性会もち花つくり（通円道江会長、北村賀津子文化委員長） 

 12 月 22 日開催：年末行事の恒例となっているお正月の店舗装飾として飾

る、紅白のもちをしだれ柳につけた「もち花」を制作。18名参加。 
  

宇治川改修特別委員会（中村健治委員長、金丸公一副委員長） 

 12 月 26 日開催：今年度の工事進捗状況及び月別の施工状況と 3 月末に行

う塔の川仮締切りの移設場所について協議。また「宇治塔の島地区の景観」

をテーマに、京都府や宇治市に対する要望事項を意見交換。 
  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

槇島地区委員会 健康診断 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小倉地区委員会 

 

商工会議所で行う検定試験 
 

1月受付分 
 

珠算検定試験 

申込期間  ～１月１２日(木) 

試 験 日 ２月１２日(日) 

受 験 料  1級 2,100 円、2級 1,570 円、3級 1,360 円 
  

リテールマーケティング（販売士）検定試験 

申込期間  ～１月２０日(金) 

試 験 日 ２月１５日(水) 

受 験 料  1級 7,710 円、2級 5,660 円、3級 4,120 円 
  

簿記検定試験 

申込期間 ～１月２７日(金) 

試 験 日 ２月２６日(日) 

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

  

 

宇治商工会議所で行う検定試

験の申込用紙は、Web ページ

(http://www.ujicci.or.jp/l

icense/moushikomi/)からダ

ウンロードできます。 

申込みは、宇治商工会議所窓

口にてお願いします。 

 

――― 福冨頌子 

検定試験対策講座 
 

1月受付分 
 

日商簿記検定 3 級短期実践講座 

 受講期間 平成 29 年２月２日（木）～２１日（火） 

      火・木 全 6回 

 会    場 城南地域職業訓練センター（伊勢田町新中ノ荒 21-8 ℡46-0688） 

 受 講 料 10,000 円（テキスト及び資料代 1,500 円別途必要） 

 受講希望の方は、商工会議所

窓口にてお申込みください。

会場は、城南地域職業訓練セ

ンターです。 

――― 福冨頌子 


