
www.ujicci.or.jp 平成30年 4月 1日（毎月 1日）発行 第 487号（昭和 52年 12月 28日第 3種郵便物認可）  １ 

  

☆ 第 42 回宇治川さくらまつり 4/7.8 に開催 

☆ 中小企業融資制度を拡充…………………京都府 

☆ 新観光案内サイン第1号お披露目………宇治市 

☆ 平成30年度 京都中小企業技術大賞…京都産業21 

平成30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 29年度第 2回通常議員総会を 3月 28日に開催

し、平成 30 年度事業計画と一般会計及び特別会計 3 億 186 万円の収支予算

を可決しました。平成 30 年度は労働力不足や求人難に直面する事業所を支

援するため、宇治市・ハローワークと連携した「宇治市会社説明会」の開催

や、京都文教大学など地域の大学と共に、企業と学生に就業や交流の機会を

提供するマッチング支援事業、台湾の大学と提携し市内事業所での就業体験

から卒業後の就業に繋げるインターンシップ事業に取り組んでまいります。 

また当所が策定した小規模事業者支援の中長期計画「経営発達支援計画」

が 3月に経済産業大臣より認定されました。この計画に基づいて事業者が持

続的な経営を行うための経営計画作成、経営革新、経営者の円滑な事業継承

に向けた相談事業等をこれまで以上に事業者に寄り添った伴走型で実施し

てまいります。販路開拓支援では、海外ビジネス交流支援事業を拡充実施し、

台湾の高級食品スーパーでの物産展や、米国や東南アジアへの販路開拓のた

めの商談会等出展を推進します。その他の主な事業計画は以下の通りです。 
 

 

組織強化対策・会員サービス事業 

◇第 26 期会員大会の実施◇会員親睦・研修事業の実施◇京都府商工会議所

青年部連合会事業の推進◇女性会 45 周年記念事業の実施等 
 

産業・地域振興対策 

◇宇治市産業戦略策定に向けた支援◇市内商店等の賑わいを創出するクー

ポン発行事業の実施◇販路開拓を支援する｢京都宇治土産.com｣事業の拡充

実施◇ご当地グルメ｢宇治茶漬け｣の普及に向けたＰＲ活動と販売店の拡充

◇宇治市公認ご当地キャラ｢チャチャ王国のおうじちゃま｣の普及と利用拡

大◇宇治市観光振興計画後期アクションプランに基づく関連事業の実施等 
 

中小・小規模企業支援対策 

◇生産性向上や地道な販路開拓の取組みを支援する補助金活用による経営

支援強化◇マル経融資の貸付斡旋など中小･小規模企業に対する金融支援の

強化◇宇治市創業支援補助金の活用による起業家への支援◇消費税軽減税

率対策相談事業の実施◇宇城久区域経営経済動向調査の実施等 
 

 

意見・要望活動 

◇商工業並びに都市基盤整備をはじめとする各種行政施策に対する意見・要

望活動◇宇治市長と当所役員議員との懇談会の開催等 
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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/gyomu/plan 

30.pdf)をご覧ください。 

 

――― 釜山昌之 

小倉地域の魅力再発見！『小倉大辞典』が完成！ 
 

チャチャ王国のおうじちゃま 
 

宇治商工会議所では、2017年 2月に発行した『六地蔵手帖』に続く、チャ

チャ王国のおうじちゃま監修本第 2弾として、小倉地域を紹介した『小倉大

辞典』を「小倉駅前商店会」・「宇治小倉商店ネットワーク」・「小倉大好きク

ラブ」と連携のもと、制作・発行しました。現在、小倉地域では、長年地域

を支えてきた商店街と若い商店主達が集い、グルメを中心としたイベントを

はじめ、様々な催しを創出し、新たな賑わいが生み出されています。 

『小倉大辞典』は、この小倉地域にスポットをあて、「三世代の笑顔が溢

れる街」と題して“チャチャ王国のおうじちゃま”が計 71 の商店・企業を

紹介しています。世代を越えて地域を盛り上げる取り組みが続く小倉地域に

ぜひお立ち寄りください。 

  

 

 

 

 

『小倉大辞典』は掲載店等に設

置のほか Web ページ(http://w

ww.ujicci.or.jp)でも公開し

ています。 

――― 坊 美知 
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ご冥福をお祈り申し上げます 
 

関 元副会頭ご逝去 
 

 宇治商工会議所元副会頭 関 誠一氏（株式会社魚関）

が 3月 7日にご逝去されました。 

 故人は、昭和 52 年 8月に商工会議所議員に就任以来、

昭和 61 年 8 月に常議員、平成 4年 8月には副会頭と重職

を歴任され、長年にわたり当商工会議所の運営や業界・

地域の振興発展にご尽力されました。その功績を讃え、

平成 18 年の秋の叙勲で“旭日双光章”を受章されておら

れます。ここに慎んでご冥福をお祈り申し上げます。 

  

常議員新任のお知らせ 
 

人 事 
 

 3月 28日開催の平成29年度第2回通常議員総会におい

て、常議員欠員に伴う後任に共栄製茶㈱代表取締役兼 CEO

の森下 康弘 氏が選任されました。 

 

森下氏の経歴 

昭和 53 年 共栄製茶 株式会社に入社 

平成 13 年 同社 代表取締役社長に就任 

平成 29 年 同社 代表取締役兼 CEOに就任 

 

 

 

 

 

 

 

 
森 下 康 弘 氏 

 

｢ 生まれ育った宇治市発展の

ため、また地元企業様の振興

に寄与できますよう、努力さ

せて頂きたく存じます。ご指

導賜りますよう、宜しくお願

い申し上げます。」 

議員変更のお知らせ  
人 事 

 

 茶業部会 2 号議員・㈱通圓の「議員の職務を行う者」

の変更により、通円 亮太郎 氏の後任に通円 祐介 氏が

就任されました。 

 

通円氏の経歴 

平成 17年 株式会社 通圓に入社 

平成 23 年 同社 代表取締役に就任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
通 円 祐 介 氏 

 

｢ この度、商工会議所活動に

参加させて頂くことになりま

した。地域と商工会議所の発

展のため、父と同様に働かせ

ていただきます。何卒ご指導

の程、よろしくお願いいたし

ます。」 

平成30年度青年部会長として 
 

青年部役員改選 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
宇治商工会議所青年部 

会長 北 川 正 人 

 平成 30年度、宇治商工会議所青年部では、｢Pride 自

信は成功の第一の秘訣｣をスローガンに掲げ、先輩諸兄

が創り上げられた熱い思いを引き継ぐべく会員一人ひ

とりが、全ての行動・考えに自信と誇りを持ち、ベスト

を尽くせる組織運営を行います。 

 また、当青年部から京都府商工会議所青年部連合会の

会長、副会長、専務理事を輩出し、この貴重な機会に京

都府全域のメンバーと出逢いから始まる縁を活かして

成長していきたいと思います。そして得られた経験を元

に、地元宇治に貢献できる組織を目指します。 

 仲間と共に精一杯頑張ってまいります。皆様方のより

一層のご指導ご支援を賜りますようお願いいたします。 

 

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 
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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 
 

平成 29 年 12 月から平成 30 年 3 月までにご入会いただいた事業所の皆様です。（敬称略・五十音順） 

 
事業所名 所在地 事業内容  事業所名 所在地 事業内容 

･葵薬局 五ヶ庄日皆田 薬局  ･アクト警備保障㈱ 京田辺市三山木 警備業 

･agrism 槇島町幡貫 農業  ･居酒屋 りょう馬 伏見区西柳町 飲食業 

･一心太助 広野町西裏 鮮魚小売  ･いつみち 広野町茶屋裏 飲食業 

･㈱エクシブ 六地蔵町並 不動産賃貸業  ･江口農園 槇島町一ノ坪 農業 

･㈱恵比寿 槇島町一ノ坪 自動車販売業  ･エムテックス 白川川上り谷 自動機組立・製造 

･大島ひとし まちづくり研究所 宇治宇文字 まちづくりコンサルタント  ･NPO 法人 おはな 木幡熊小路 介護事業 

･café m-alie 小倉町天王 飲食業  ･CullumDesign 宇治善法 web デザイン 

･川﨑 五ヶ庄芝ノ東 外構工事一式  ･菊地左官店 五ヶ庄梅林 左官業 

･㈱クリエイトウェディング 下京区四条町 神社仏閣婚礼プロデュース  ･coconi 宇治妙楽 飲食業 

･ココロパーク㈱ 槇島町三十五 飲食業  ･コニー工房 宇治野神 衣類二次加工 

･斉藤社会保険労務士事務所 広野町宮谷 社会保険労務士  ･ジブラルタ生命保険代理店 伏見区新町 生命保険代理業 

･Shandeel Alice 六地蔵奈良町 エステサロン  ･スタジオ ジャパンフォト 木幡内畑 写真スタジオ 

･スタミナハウス神戸屋 広野町尖山 飲食業  ･スミヨホーム㈱ 伊勢田町中山 不動産賃貸業 

･㈱泉香園 宇治蔭山 茶卸  ･つばめ屋 宇治東内 飲食業 

･TOMO パン 白川宮ノ後 パン教室・パン小売  ･Dream Road 五ヶ庄芝ノ東 アパレル商品ネット販売 

･nicoRi 宇治里尻 子供・婦人服販売  ･日本国術館石井治療院 琵琶台三丁目 訪問マッサージ 

･PERS hair design 神明宮東 美容業  ･Patisserie Yuji 宇治壱番 洋菓子販売 

･ピュア 城陽市寺田 コンパニオン派遣  ･㈲藤 旬彩ダイニング藤 六地蔵札ノ辻 飲食業 

･藤原工業 槇島町本屋敷 建築土木業  ･Hair make air 大久保町上ノ山 美容業 

･㈱丸宇 宇治妙楽 日本茶輸出・卸  ･㈲みずほ 小倉町蓮池 不動産賃貸業 

･都フーズ 小倉町新田島 弁当・惣菜販売  ･NPO 法人 ミラクルコスモス 五ヶ庄三番割 食育支援活動 

･メカニスト 八幡市欽明台 粉砕機開発設計  ･MOMO テラス テナント会 伏見区桃山町 MOMO テラステナント会運営 

･焼き鳥 すーさん 小倉町西浦 飲食業  ･㈲山下組 宇治宇文字 とび・土木工事業 

･大和塾 広野町宮谷 学習塾  ･㈱山本鉄工 槇島町中川原 製缶・板金 

･湯浅電設㈱ 宇治蛇塚 電気通信工事業  ･湯川鍼灸院 開町 鍼灸院  

       

｢抹茶ーずとチャレンジ!!宇治茶ムリエ講座｣ 動画公開 
 

おうじちゃま 
 

宇治商工会議所では、宇治市観光大使にも任命された“抹茶ーず”の熊井

友理奈さん・鈴木愛理さんが、“チャチャ王国のおうじちゃま”とともに宇

治の魅力発信に取り組む WEB 動画の第 4弾を公開しました。 

今回は、抹茶ーずの 2人が全国各地から訪れたファン約 100名とともに“宇

治茶ムリエ”の認定を目指す『抹茶ーずとチャレンジ!!宇治茶ムリエ講座』

(宇治茶の郷づくり協議会と共催)の様子を収録しています。 

既にイベント直後の大使2名のSNSでの宇治茶ムリエのPRにも、約150,000

件以上の“いいね”等が寄せられており、動画公開により宇治茶や宇治茶ム

リエに対して一層幅広い世代の方々の関心が高まることを期待しています。 

 

■□■宇治茶ムリエとは■□■ 

宇治茶でおもてなしする文化を広めるため、宇治茶の郷づくり協議会及び

京都府山城広域振興局による、宇治茶の美味しい淹れ方及び歴史、生産等の

基礎知識に係る講座を受講し認定を受けた者。平成 27年度から平成 29年 12

月末までに認定された方は 2,247 名。 

  

 

 

 

 

 

 
 

動画は宇治商工会議所Webペ

ージ 新着情報(http://www.u

jicci.or.jp/)からもご覧い

ただけます。 

 

――― 稲田将人 
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4 月 1 日から（公社）宇治市観光協会では、観光誘客を図る

ため、観光スポットや催事の紹介など宇治の魅力を発信する

公式 Instagram を開設しましたので、ご利用ください。 
 
 

主  催：（公社）宇治市観光協会 

協  力：宇治商工会議所、宇治市 

問合わせ：（公社）宇治市観光協会（TEL23-3334） 

QR コードを読みとることで、ご覧いただけます。 

｢みんなのアート夢広場｣ 4月21日・22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 21

日・22 日、宇治市産業会館 1階で「第 3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選作品 100点の展示”“デッサン会”等を

行います。鳳凰会は、30年間活動してきましたが、このイベントをもち、全

事業を終了します。鳳凰会の最終イベントに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/）をご覧ください。 

 

――― 福冨頌子 

宇治商工会議所の委員会報告 
 

常任・特別委員会、商店街活動 
 

共済事業運営常任委員会(南村康治委員長、石川吾郎副委員長） 

3 月 9日開催：商工会議所が取扱う共済制度の説明および平成 30年度特定

退職金共済制度の運用方法について協議。 

宇治川改修対策特別委員会(中村健治委員長、金丸公一副委員長) 

 3 月 13 日開催：塔の島改修工事の進捗状況及び今後の工事計画、府立宇治

公園上面整備計画、朝霧橋補修・補強工事、天ヶ瀬ダムの外国語によるダ

ム放流警報について協議説明。 

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 19 日開催：中小企業診断士の中野正義氏をお招きし、2017年度補正予

算に計上された“小規模事業者持続化補助金”など、国の各種補助金事業

についてご説明いただいた。  

会員拡大委員会 会員サービス事業(樋口始郎委員長、北村健造副委員長、臼井龍介副委員長） 

 3 月 20 日開催：塗り箸の生産量で全国の 90％を占める箸処の小浜市で｢お

箸作り体験｣、｢カニふぐ料理の昼食｣、食にまつわる歴史・文化や伝承料理

などを展示する「御食国若狭おばま食文化館」を見学。参加者 91名で実施。 

平等院表参道商店会(山田幹之会長、会員数 34名) 

 3 月 22 日開催：会長に山田幹之氏、副会長に上林亮一郎氏と稲房憲氏を選

任。“藤の展示”や“蓮の花絵手紙コンクール”等イベント事業のほか、wi-fi

や外貨両替機等インバウンド対策で、国内外からの誘客に取り組まれます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

宇治川改修対策特別委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員サービス 集合写真 

 

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２日(月)～５月１１日(金) 

 試 験 日 6 月 10 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３日(火)～５月２日(水) 

 試 験 日 6 月 17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１６日(月)～５月２４日(木) 

 試 験 日 6 月 24 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１７日(火)～５月１８日(金) 

 試 験 日 7月 1日(日) 

 受 験 料 2 級 6,480 円、3級 4,320 円 

  

平成 30 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(TEL0

3-3989-0777)からお願いしま

す。 

 

――― 福冨頌子 

京都宇治ご当地グルメ宇治茶漬けのＷｅｂサイトを公開しました。

市内各店、バラエティに富んだこだわりの宇治茶漬けが販売されて

います。販売店はＷｅｂサイトでご確認ください。 

Web サイトは、QRコードを読み取るか 

（https://ujichaduke.com/）をご覧ください。 

宇治の魅力発信！ 

公式 Instagram アカウント「♯宇治のまち」開設 


