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☆ きょうと元気な地域づくり応援ファンド…京都府 

☆ きょうと農商工連携応援ファンド…京都府 

☆ 食博覧会･大阪………………インテックス大阪 

☆ バリアフリー2017……………インテックス大阪 

平成 29年度 事業計画・収支予算を可決 
 

通常議員総会 
 

 宇治商工会議所では、平成 28 年度第 2回通常議員総会を 3月 29 日に開催

し、平成 29年度事業計画と一般会計及び特別会計 3 億 3,192.4 万円の収支予

算を可決しました。平成 29 年度は、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“お買い物ラリー”の実施や、店舗紹

介パンフレットを作成・配布して、商店街や地元商店でお買い物をしていた

だけるよう消費喚起に努めてまいります。海外販路開拓事業では｢第 5 回 京

都府物産展 in台湾｣を開催するほか、東アジア向け商談会にも出展し、小規

模企業の海外販路開拓を推進していきます。またモノづくり系展示会の視察

研修や企業交流会の企画・実施など、製造事業者向けの事業についても強力

に推進するほか、小規模事業者持続化補助金をはじめとする各種助成金の申

請支援など、業種業態にあったきめ細やかな事業を実施してまいります。 

 また今年は“お茶の京都”のターゲットイヤーとなっており、京都府では

府南部山城地域を舞台に｢お茶の京都博｣を開催されます。宇治商工会議所で

は、茶どころ宇治の魅力を全国に広くアピールする絶好の機会と捉え、オー

ル宇治体制で「お茶の京都博」事業や観光振興事業に積極的に取り組んでま

いります。主な事業計画は以下の通りです。 
  

産業・地域振興対策 

◇｢お茶の京都博｣のメイン事業である｢宇治茶博＠文化｣など関連事業への協

力・支援◇ご当地グルメ｢宇治茶漬け｣普及に向けたＰＲ活動及び提供店舗の

拡充◇販路開拓を支援する｢京都宇治土産.com｣事業の拡充実施◇海外販路開

拓を支援する｢海外ビジネス交流支援事業｣の拡充実施◇商店街等での消費を

喚起するお買い物ラリーの実施や店舗紹介パンフレットの作成 等 

中小・小規模企業支援対策 

◇中小企業応援隊による経営支援の強化◇中小・小規模企業に対する金融支

援の強化◇宇治市内での創業促進を図る宇治市創業支援補助金の活用による

起業者への支援◇地域中小企業の人手不足解消に向けた「企業説明会」開催

等の支援◇モノづくり系展示会の視察研修および企業交流会の実施 等 

組織強化対策・会員サービス事業 

◇第 26 期地区委員大会の実施◇部会及び委員会活動の強化◇未加入事業所

の加入促進を図る会議所事業ＰＲの実施◇会員研修・親睦事業の実施 等 

意見・要望活動 

◇行政庁が行う都市開発基盤整備等の各種行政施策に対する意見・要望 等 
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事業計画の詳細は､宇治商工

会議所 Web ページ(http://ww

w.ujicci.or.jp/07annai/kei

kaku-houkoku.htm)をご覧く

ださい。 

 

――― 中村真由美 

 

 

お伊勢さん菓子博 2017・伊勢神宮見学会 
 

参加者募集中 
 

 宇治商工会議所会員拡大委員会(樋口始郎 委員長)では、会員サービス事業

として、平成 29年 5月 9日に、4年に一度開催される｢第 27回 全国菓子大博

覧会・三重｣の見学と｢伊勢神宮内宮・おかげ横丁｣の散策を実施します。 

 会員相互の交流を深める絶好の機会ですので、ぜひ多数ご参加ください。 
  

実 施 日 ５月９日(火) 

集 合 ・出 発 近鉄大久保駅８:００ JR宇治駅前８:２０ 京阪宇治駅前８:３０  

定 員 40 名(1 事業者につき 2名まで)  

参 加 費 3,000円(見学・交通費含む、昼食は各自でお取りください) 

申 込 み 宇治商工会議所業務課(℡23-3101 FAX24-6930)  

  

 

詳細･申込は、中挟み紙面 5

頁をご覧ください。 

 

――― 福冨頌子 
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ようこそ宇治商工会議所へ～ご入会ありがとうございます～ 
  

新入会員 
  

・ICHIGO 宇治蓮華 飲食店 

・イバール 大久保町北ノ山 飲食店 

・岩本興業 城陽市寺田 建設業 

・WITTE DE WITH 宇治妙楽 飲食店 

・ヴェールパレット 木幡西浦 オリジナル雑貨通販 

・㈱宇京 木幡中村 建設業 

・㈱オーク 京都市伏見区 クリーニング業 

・おだ歯科 小児歯科クリニック 木幡御園 歯科医院 

・㈱羯摩 宇治田原町岩山 文化財保存修理 

・㈱カトレア 菟道奥池 美容室 

・㈲川瀬損害保険事務所 琵琶台 保険代理店 

・キンキラインズ㈱ 槇島町十一 クリーニング業 

・粂田 木幡御園 不動産賃貸業 

・地鶏家 心 宇治妙楽 飲食店 

・下村設備 炭山土井谷 配管設備 

・㈱SLAY 宇治下居 建設業 

・㈱ニューステージ 槇島町大川原 自動車運送業 

・free-field 木幡平尾 文化施設企画デザイン 

・㈲みやこ 京都市伏見区 紙加工業 

・㈱メディア・ポスト・インフォメーション 宇治池森 広告代理業 

・㈱リフロ 五ヶ庄折坂 管工事業 

・ルラーシュ 小倉町西浦 飲食店  (敬称略・五十音順) 
 

  

 

3 月 29日開催の常議員会で承

認をいただいた平成 28 年 12

月から平成29年3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 

平成29年度青年部会長として 
  

青年部役員改選 
  

 平成 29年度、宇治商工会議所青年部では「Challenge～体

感！百聞は一見に如かず～」をテーマに、一人ひとりが目標

を定め挑戦する青年部を目指します。全国・近畿・京都府の

商工会議所青年部事業へも積極的に参加し、他地域の魅力を

自身で体感する。その経験をエネルギーとし、自社、家族、

青年部活動で活かせる組織づくりを志向し、邁進してゆく所

存でございます。また、今まで以上に地域から求められる団

体となるようメンバー全員で切磋琢磨してまいります。皆様

方のより一層のご指導ご支援賜りますようお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

宇治商工会議所青年部 

会長 吉田統公 

青年部では、会員研修会や市

民公開セミナー、家族親睦レ

クレーション等の事業を通し

て、自己研鑽や交流親睦を深

めています。 

新入会員も随時募集していま

すので、お気軽にお問合わせ

ください。 

――― 澤本匡人 

神戸製鋼所福知山工場と丹波ワインの製造現場を視察 
  

会員サービス事業 
  

 宇治商工会議所会員拡大委員会(樋口始郎 委員長)では、会員サービス事業

として、神戸製鋼所 福知山工場と丹波ワインハウスの視察及び和菓子作り体

験（参加者 34名）を 3月 7日に実施しました。最初に訪れた｢神戸製鋼所福

知山工場｣は、完全機械化により 24時間稼動している日本最大規模の溶接用

ワイヤ製造工場で、自動車や船の溶接箇所で使用されている溶接材料の製造

ラインを間近で視察しました。｢丹波ワインハウス｣では、生産ラインを見学

した後、ワイナリー限定ワインを試飲しました。同社は、繊細な京料理など

和食に合うワイン造りを醸造のコンセプトとし、料理とワイン単体でのバラ

ンスを考え、葡萄のポテンシャルを十分に引き出すワイン造りを心掛けてお

られます。今回、工場の見学が中心の企画でしたが、参加者からは「製造現

場は身近なものではないが、実際に製造工程を見ることで信頼される製品作

りに取り組む姿勢がよくわかった」等の感想をいただきました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹波ワインハウス前にて 
 

――― 福冨頌子 
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山本会頭の栄誉に380名が参集 
 

会頭叙勲祝賀会 
 

 昨年 11月の「秋の叙勲」で、産業振興に貢献されてきた功績により“旭日

小綬章”を受章された山本哲治会頭の受章祝賀会が、3 月 19日にウエスティ

ン都ホテル京都で開催され、府内の政財界代表ら 380 名が参集し山本会頭の

栄誉をたたえられました。 

 祝賀会では、発起人代表の山仲修矢副会頭が山本会頭の経歴を紹介。続い

て来賓の山田啓二京都府知事からは「今回の受章を通過点として、今後も地

域社会の発展や後進の育成に力を尽くしていただきたい」と、山本正宇治市

長からは「産業振興は大きな課題であり、産業界や地域活動のリーダーとし

てご指導いただきたい」と期待の祝辞が寄せられました。 

 お孫さん達から祝福の花束が贈呈された後、謝辞に立った山本会頭は、自

身の基礎をつくった言葉として「青年会議所設立時に 40歳まで大いに遊んで

人脈をつくりなさい。20 年 30 年経ってからその仲間達と社会奉仕や地域発

展の活動ができる。」と教えてもらったと話され、「まだ来年 80歳。これから

も皆さんの力を得ながら頑張っていきたい。」と抱負を語られました。 

 その後、山本会頭が師事されているダンススタジオカワモトの川本慶拓さ

ん、やち子さんが華麗で情熱的な社交ダンスを披露。続いて、知事・市長・

国会議員・府内会議所の各会頭らで鏡開きが行われ、石田正博宇治市議会議

長の発声で乾杯し、和やかなムードで祝宴へと入りました。 

 山本会頭 旭日小綬章 受章おめでとうございました。  

  

 

 

 

 

 

 
旭日小綬章と山本会頭ご夫妻 

 

 

 

 

 

 

 

 

来賓の方々と鏡開きをする山本会頭 
  

――― 西本 浩 

アニメ「響け！ユーフォニアム２」コラボフェスタ 
 

地域連携事業 
 

｢響け!ユーフォニアム２コラボレーションフェスタ｣が、京阪ホー 

ルディングス㈱や宇治市、宇治商工会議所等の主催により 

４月８日(土)に下記のとおり開催されます。 

 吹奏楽が奏でる春の一日を是非お楽しみください。 
  

（1）京阪電車×宇治市スプリングコンサート〔輝け！吹奏楽部〕 

  時 間：13：30～17：15（開場 13：00） 

  場 所：宇治市文化センター大ホール ＜入場無料＞ 

（2）スペシャル１day デジタルスタンプラリー 

  内 容：スマートフォンアプリ「舞台めぐり」を利用し 

      て全スポットを巡った方に当日限定『マイＡＲ』 

      をプレゼント 

（3）ガイド付！スペシャル探訪ウォーク（先着 60 名）※荒天中止 

  時 間：9：00～11：00 頃（8：30～受付開始 定員になり次第終了） 

  受付場所：京阪宇治駅改札付近  

  

同日、中宇治エリアの 4商店

街(宇治橋通り商店街、平等院

表参道商店会、宇治源氏タウ

ン銘店会、宇治観光塔の島会)

では、ポスター掲示店舗でイ

ベントチラシを見せるとお得

な特典が受けられます。 

お問合せは京阪電車お客様セ

ンター（℡06-6945-4560)まで 

 

――― 平尾知美 

 

貴社の優良従業員をご推薦ください 
 

優良従業員表彰 
 

 宇治商工会議所では、会員事業所に長年勤続され、功績顕著な方を優良従

業員として 6月開催の通常議員総会にて表彰させていただきますので、該当

する方がおられましたら、ご推薦ください。 

対象従業員 平成 29年 4月 1日現在で、勤続年数が 20年・30年・40年の方 

     ※ただし家族従業員は除きます 

申込締切 ４月１８日(火)  

  

詳細は、宇治商工会議所業務

課（℡23-3101）まで、お問合

わせください。 
 

 

――― 中村真由美 

イベントチラシ 
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｢みんなのアート夢広場」4月22日・23日開催! 
 

異業種交流グループ鳳凰会 
 

 宇治商工会議所異業種交流グループ鳳凰会（森下省三代表幹事)は、4月 22

日・23日、宇治市産業会館 1階多目的ホールにおいて「第 2 回みんなのアー

ト夢広場」を開催します。お茶ラベル絵コンテスト入賞作品 5点と入選作品

95 点を展示するほか、“市内美術家の作品展示”や“宇治の見どころスライ

ドショー”などを行います。皆様のご来場をお待ちしております。 

  

詳細は、アート夢広場の web

ページ（http://suisai-yume.

com/）をご覧下さい。 

宇治商工会議所の委員会報告 
 

部会・委員会活動 
 

国際交流委員会（中川晴雄委員長、橋内勇生副委員長） 

 3 月 2 日開催：京都府物産展 in 台湾事業や、ワーキングホリデー受入支援

事業について報告。姉妹都市や台湾との交流、今後の活動について協議。 
  

共済事業運営委員会（南村康治委員長、石川 誠副委員長） 

 3 月 9 日開催：商工会議所が取り扱う各種共済制度の内容説明および平成

29 年度特定退職金共済制度の運用方法について協議。 
  

商業問題委員会（宮元亀一委員長、薮内 均副委員長、信貴豊長副委員長) 

 3 月 10日開催：イトーヨーカドー六地蔵店およびイオン大久保店の閉店、

食品スーパーの出店状況や商店街関連事業について説明。市内の商業動向

について情報交換および今後の活動について協議。 
  

観光部会会員懇談会（下口利治部会長、中村健治副部会長） 

 3 月 10 日開催：平成 29 年度に開催される｢お茶の京都博｣について京都府

の担当部署の方を招いて説明および意見交換。 
  

小規模企業振興委員会（中島 健委員長、吉田實子副委員長、吉村安広副委員長) 

 3 月 24 日開催：(株)帝国データバンク京都支店の調査部長を招き、近畿・

京都の経済情勢や倒産動向について説明および意見交換。 

  

 

 

 

 

 

 

商業問題委員会 

 

 

 

 

 

 

 

小規模企業振興委員会 

宇治商工会議所で行う検定試験  
4・5 月受付分 

 

簿記検定試験 

申込期間 ４月３日(月)～５月１２日(金) 

試 験 日 6月 11日(日) 

受 験 料 1級 7,710円、2級 4,630円、3級 2,800円 
  

カラーコーディネーター検定試験 

申込期間 ４月４日(火)～５月２日(火) 

試 験 日 6月 18日(日) 

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

珠算検定試験 

申込期間 ４月１７日(月)～５月２５日(木) 

試 験 日 6月 25日(日) 

受 験 料 1級 2,300円、2級 1,700円、3級 1,500円 
  

ビジネス実務法務検定試験 

申込期間 ４月１８日(火)～５月１９日(金) 

試 験 日 7月 2日(日) 

受 験 料 2級 6,480円、3級 4,320円 

  

 

平成 29 年度の検定試験の日

程は、Web ページ（http://ww

w.ujicci.or.jp）をご覧くだ

さい。 

 

カラーコーディネーター・ビ

ジネス実務法務の申込みは、

東京商工会議所のWebページ(

http://www.kentei.org/)ま

たは、検定申込センター(℡03

-3989-0777)になります。 

 

――― 福冨頌子 


