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☆ あなたのやりたい事で創業しよう…京都産業21  

☆ 刑務所出所者等の雇用についてのセミナー＆相談会 

☆ 個人事業者のための消費税軽減税率制度説明会 

☆ Innovation By Woman ～女性起業家交流会 in Kyoto～ 

宇治商工会議所女性会 創立４５周年の節目を祝う 
 

周年事業 
 

宇治商工会議所女性会（通円道江会長）は、昭和 48 年 8月に京都府内初の

婦人会として創立、今年で 45周年を迎えました。その節目にあたり周年事業

として 10 月 11 日に、記念式典及び記念講演会を宇治商工会議所で、祝賀会

を平等院南門前 竹林南門別邸で開催しました。 

 記念式典は通円会長の挨拶に始まり、「無事

に 45 周年を迎えらえましたのも会員、関係者

の皆さまのご支援、ご協力の賜物と心より感謝

申し上げます。今後とも会員一同力を合わせて

地域のために様々な事業に取り組んでまいり

ます。」とさらなる発展へ向け意気込みを語り

ました。続いて岡本京都府山城広域振興局長

（京都府知事代理）や山本宇治市長、渡辺宇治市議

会市民環境常任委員長（宇治市議会議長代理）、山本

会頭、毛利京都府商工会議所女性会連合会長よりご

祝辞を賜り、来賓の方々をはじめ京都府内商工会議

所から女性会メンバーにもご臨席いただき、59名の

参加者を得て、執り行いました。 

 式典後に行われた記念講演会では、講師に落語家 

の桂米團治氏をお招きし、「父、米朝を語る」をテーマに自身の生い立ちや師

弟、親子、また落語家としてのエピソードなどユーモアを交えながらお話し

いただきました。 

 第二部の祝賀会は、会場を移動し、まほろばフルートオーケストラ団所属

のフルート奏者お二人によるフルートアンサンブルを鑑賞。講師の桂米團治

氏による乾杯のご発声を皮切りに各テーブルで会話を弾ませ、親睦を深めま

した。エキスカーションでは平等院を拝観し、宇治が誇る世界遺産の歴史を

体感いただきました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

あいさつする通円道江会長 

 
 
 

 

 

 
 

平成 30 年度女性会役員 
 

これまで築き上げてきた女

性会の歴史を振り返るとと

もに会員相互の交流・懇親を

深めて絆をより強固なもの

とし、また新しく歴史を刻む

ための有意義な一日となり

ました。 

――― 平尾知美 

｢こっきん一日公庫｣で年末の資金調達を支援 
 

金融特別相談 
 

宇治商工会議所では、年末資金の調達を支援するため、日本政策金融公庫

京都支店と共催で金融特別相談会「こっきん一日公庫」を開催します。 

当日は、日本政策金融公庫担当職員が当商工会議所で面談しますので、京

都支店まで出向いていただく必要はありません。年末の資金手当てをお考え

の方は、お気軽にご相談ください。 

開催日時 １１月１４日(水) 10：00～ 

開催場所 宇治商工会議所 

申込締切 １１月 ８日(木)※事前申込みにより面談時間を個別に設定します。 

融資制度 普通貸付  限度額：4,800万円 

           期 間：運転 7年 設備 10 年 

                利 率：1.16～2.40％（平成 30 年 10 月 31 日現在） 

必要書類 (法人)最近 2期分の決算書一式、直近の試算表、商業登記簿謄本 

     (個人)最近 2期分の青色(または白色)申告書・決算書 

     (共通)借入金の返済予定表等の関係書類、設備資金の場合は見積書が必要 

問合わせ 宇治商工会議所商工課(TEL23-3101） 

 宇治商工会議所では、毎週木

曜日13時から事前予約制で日

本政策金融公庫京都支店と共

催による“定例金融相談会”

を実施しています。また無担

保・無保証人のマル経融資の

相談も随時受付けています。 

【マル経融資】(10/31 現在) 

限度額 2,000 万円 

期 間 運転 7 年 設備 10年 

利 率 1.11%（※） 

※宇治市利子補給制度により

当初 3 年間、年利 1.4％相

当額が還付されます。 

――― 西江将就 

 

 

 

 

 
 

祝辞をのべる山本宇治市長 

  

 

 

 

 

桂米團治氏による記念講演 
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おうじちゃまが台湾デビュー！京都・宇治物産展も盛況！ 
 

販路開拓 
 

 宇治ご当地キャラクター“チャチャ王国のおうじちゃま”が、台湾に 104

店舗を展開するフランス系スーパー「カルフール」が開催する物産展「出発！

至日本趣 ～京都・宇治物産展～」にて台湾デビューいたしました。 

 “チャチャ王国のおうじちゃま”の中華圏での展開を連携している諾亞國際

發展有限公司および、京都府・宇治市の協力のもと 10 月 9 日から 23日まで

開催された同物産展に初お披露目の場が設けられたもので、おうじちゃまは、

台湾のテレビ・新聞などメディアが集まる中でのデビュー会見を行いました。 

期間中は、台湾を縦断して主要な 9店舗でのステージイベントや記念撮影会

なども実施し、宇治市の PRにも努めました。各店舗には現地のおうじちゃま

ファンや子供達が大勢集まり大変な賑わいをみせました。 

 また京都・宇治を特集した本物産展の開催に際して、商工会議所では京都

宇治土産.com事業の参加店舗等とカルフールバイヤーとの商談会を実施し、

ビジネスマッチングを支援。宇治茶や茶そば、抹茶菓子、和菓子や惣菜、調

味料など各メーカーこだわりの食品が多数紹介され、台湾初登場の“チャチ

ャ王国のおうじちゃま”グッズを含め、カルフール全店で約 1億円が販売さ

れたほか、パネル・チラシで宇治観光の PRも実施しました。 

 物産展に商品が採用された事業者からは「104店舗という規模での開催で、

初取引ながら多くの商材を取り扱っていただけた」など海外展開支援に喜び

の声が寄せられ、カルフールからは「今回は短い準備期間で間に合わなかっ

たが、おうじちゃまグッズももっと導入したい」など今後の取り組みにつな

がる声をいただくなど、盛況な開催結果となりました。 

  

 

 

 
 

――― 坊 美知 

秋の市内イベントにチャレンジショップが出店 
 

賑わいづくり支援 
 

 宇治商工会議所では、創業支援として、創業を考えている方に商店街の空

きスペースに出店いただくことで、実践の場を提供するとともに、商店街の

賑わいづくりにも貢献する「チャレンジショップ事業」を実施しています。 

 10 月に市内各地で開催された多くのイベントに、チャレンジショップが出

店し、賑わいづくりを支援しました。 

「宇治茶まつり」10 月 7日(日) 来場者数約 41,000 人 

 今年は宇治茶まつり消費イベントと同時開催となり、消費イベント会場の

府立宇治公園では、府内の茶業者による茶の加工実演・体験、銘茶や土産品

等が販売され、当所からはチャレンジショップ 18店が出店しました。 

「炭山窯元まつり 2018」10 月 20 日(土)、21 日(日) 来場者数約 1,200 人 

 各窯元が自慢の逸品を展示販売したほか、ろくろ体験教室や、おうじちゃ

まグッズなどが当たる窯元散策スタンプラリーも催され、多くの親子連れ等

が楽しまれていました。当所からは和雑貨などを販売するチャレンジショッ

プが 2日で延べ 12 店出店しました。 

「宇治橋通りわんさかフェスタ」10 月 27 日(土) 来場者数約 25,000 人 

 今回は“みんなのハロウィン”をテーマとし、来場･出店者のなかには仮装

をしている方が多数おられ、仮装来場者の先着 200 名に「チャチャ王国のお

うじちゃま」のハロウィン缶バッジがプレゼントされました。当所からは「チ

ャレンジショップ」23 店と「京都宇治ご当地グルメ 宇治茶漬け」の 2 店、「チ

ャチャ王国のおうじちゃま」が参加し、イベントを盛り上げました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

宇治橋通りわんさかフェスタ 

 

宇治商工会議所では、「チャ

レンジショップ」「宇治茶漬

け」「チャチャ王国のおうじ

ちゃま」等、賑わいづくり支

援をしております。イベント

を企画される際は、宇治商工

会議所（TEL23-3101）までご

相談ください。  

 

――― 西江将就 
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宇治商工会議所パソコン教室 受講生募集 
 

お知らせ 
 

 宇治商工会議所では、地域住民の皆様・企業の皆様にパソコン教室を開校

しております。パソコンは初めてという方から資格取得を目指す方まで、年

齢制限なく受講できる教室です。 

 

【おすすめ講座】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の講座】 

●ワード ●エクセル ●パワーポイント ●アクセス ●弥生給与 ●CAD 入門 

●日商 PC検定対策 ●日商ビジネス英語検定対策 ●日商簿記検定対策 

●リテールマーケティング（販売士）検定対策 ●エクセル関数&テクニック 

●はじめてのパソコン入門講座 ●iPhone&iPad ●はがき作成 ●デジカメ入門 

●SNS よくばり（ブログ・インスタグラム・ツイッター・フェイスブック） 

●ホームページ作成 ●やさしい株入門 ●Gooogle 活用 ●マイノート入門 

●パソコントラブル対応講座 ●インターネットトラブル対応講座 ～など 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合わせ 宇治商工会議所パソコン教室 

     直通 TEL：0774-66-1353 

     所 在 地：宇治市宇治琵琶 45-13 宇治商工会議所 2 階 

     受付時間：月・木・土 9:00～18:00 火・水・金 9：00～20：00 

     定 休 日：日曜・祝日 

     Ｈ  Ｐ：https://www.pcci-school.com/ 

 【教室の特徴】 

①安心の月謝制 

②日程は忙しいあなた次第 

③質問はその場で解決 

④自分のペースで学習できる 

⑤受講回数は予定に合わせて

選択 

⑥年齢制限なし 

 

仕事でスキルアップされたい

方も初心者の方も大歓迎で

す！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【無料説明会開催】 

宇治商工会議所パソコン教室

では、無料説明会を随時開催

しております。 

お電話、または HP の予約フォ

ームより申込みください。 

 

日程 随時開催中 

時間 ①10：00～ 

②13：00～ 

③16：00～ 

④18：30～ 

※④は火・水・金のみ 
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経営課題や宇治市・商工会議所への要望を調査 
 

企業アンケート調査 
 

 宇治商工会議所では、今年度宇治市が策定される「宇治市産業戦略」の参

考資料として活用するため、市内会員企業を対象としたアンケート調査を 9

月に実施しました。アンケート調査には、経営上の課題や特徴・強み、宇治

市に事業所を留めている理由、宇治市や商工会議所に支援してほしいこと等

経営の現状や実態を把握するための 14にわたる調査項目があり、結果を取り

まとめましたので、その要約を報告いたします(回答数 375社)。この調査結

果は、今後の当商工会議所の事業や要望活動にも反映させてまいります。 
 

■経営上の課題 

 「販売先や取引先の開拓」が 40.3%と最も高く、「社員の確保」、「従業員の

人材育成」、「パート、アルバイトの確保」、「後継者への事業承継」が続いて

います。「社員の確保」では、建設業や製造業が特に高い数値となっています。 
 

■自社の特徴や強み 

 「自社にしかできない技術・製品がある」、「個別の要請に対処できる」の割

合がとりわけ高い。また製造業では「受注～生産が迅速」、「小ロットの製品

に対応できる」の割合も高い。建設業、商業、サービス業では「個別の要請

に対処できる」が高く、柔軟なサービスの提供を強みとされています。 
 

■宇治市に事業所を留めている理由 

 業種を問わず、「交通の利便性」と「取引企業との距離の近さ」の割合が高

く、交通面、取引面でのアクセスを重視している。飲食業では文化的な社会

風土の割合が高く、地域特性を重視。製造業では、移転する費用の捻出が高

く、移転について関心が高いことが伺われます。 
 

■宇治市や商工会議所に支援してほしいこと 

 「人材確保支援」が最も高く、「設備投資の低利融資制度の拡充」、「各種

セミナーや勉強会」が続いています。また、市内企業のＰＲ、企業間のマッ

チング、異業種交流会の開催、宇治ブランドのイメージアップ等の意見も寄

せられました。 

  

 

 

会員の皆様にはご多忙の中、 

アンケート調査にご協力いた

だきありがとうございました。

 

アンケート調査結果の詳細

は、宇治商工会議所 Web ペー

ジ(http://www.ujicci.or.jp

/survey.pdf)をご覧くださ

い。 

 

 

「宇治市産業戦略」は概ね10

年先まで中長期的ビジョンと

3年間の産業振興施策を示す

もので、平成31年3月頃に公表

される予定です。 

 

――― 釜山昌之 

宇治商工会議所の会議・団体活動 
 

10 月開催 
 

役員議員研修運営特別委員会(中村健治委員長、吉田實子・小西敏博副委員長) 

 10 月 19 日開催：平成 30 年度役員議員研修事業について協議。今年度の事

業実施は見送り、来年度に 2年分の予算を充当して実施することとした。 
 

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) 

 10 月 22 日開催：塔の島改修事業における今年度の工事概要及び遊船環境

対策、導流堤構造について説明協議。その他にも、府立宇治公園の上面整

備計画、朝霧橋塗装補修工事について協議した。 
 

青年部交流委員会(宮城智之委員長、参加者 31 名) 

 10 月 25 日開催：青年部ＯＢと現役会員の意見交換を目的に交流会を開催

し、京都府青年部連合会事業や青年部事業を報告。ＯＢの方々からは、現

役時代に学んだことや経験を説明いただいた。 
 

槇島地区企業街づくり協議会 会員交流会(樋口始郎会長、市原久照副会長、参加者 6名) 

10 月 25 日開催：会員相互の親睦を図る交流事業として通天閣の見学やづ

ぼらやのふぐ料理、なんばグランド花月で吉本新喜劇を観賞。参加者は大

阪の笑い・食文化・町並を体感し、活気に満ちた交流会となった。 

  

 

 

 

 

 
 

 

宇治川改修対策特別委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青年部 OB の方々との交流会 


