
年末年始休業のお知らせ・・・12 月 29 日(火)から 1 月 3 日(日)まで 

www.ujicci.or.jp 令和 3 年 1 月 1 日（毎月 1 日）発行 第 520 号（昭和 52 年 12 月 28 日第 3種郵便物認可）  １ 

  

☆ めざせ起業家！｢創業塾｣…宇城久広域連携事業 

☆ 京都観光おもてなし人材育成セミナー…ゆめりあうじ 

☆ 令和2年度 京都 BCP企業交流会…………京都府  

☆ 受動喫煙防止対策事業助成金…(公社)全国生活衛生営業指導センター  

新年のごあいさつ 
 

年頭所感 
 

 新年あけましておめでとうございます。 

 2021 年の新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。 

 さて、昨年は新型コロナウイルス感染症が猛威を振るった影響で、ほぼ全

ての業種で経済活動が停滞した１年でした。国内経済は、新型コロナウイル

ス感染症によるサプライチェーンの分断やインバウンド観光客の激減、行政

から出された様々な業種への営業自粛要請などから急速に悪化し、特に緊急

事態宣言が発令された 4-6 月期には、ＧＤＰがリーマンショック時を超える

落ち込みを記録するまでに悪化しました。また 11月以降は、感染が再び拡大

傾向にあるため、回復の兆しが未だ見えない状況にあります。 

 宇治商工会議所では、新型コロナウイルス感染症の影響で業績が落ち込む

市内事業所を支援するため、昨年 1 月 29日の特別経営相談窓口設置以来、地

元経済の活動維持に欠かせない「エッセンシャル・ワーカー」として、事業

所支援の最前線で資金繰りや補助金活用などの各種経営相談に対応するとと

もに、国や地方自治体からの様々な要請を受け、各種支援策の周知・活用支

援を行うなど、事業者に寄り添った伴走型支援を実施してまいりました。 

 また宇治市との共催で、小売店・飲食店・宿泊施設など市内小規模事業者

の売上回復を支援する販売促進キャンペーンとして、1億 3000万円規模のデ

ジタルクーポン発行事業「宇治のお店 おうえんクーポン」を 10 月から 2 月

まで実施し、消費者の需要喚起を図っております。 

 昨年 12 月に実施された宇治市長選挙では、京都府の新型コロナウイルス感

染症対策の最前線で指揮を執ってこられた前京都府健康福祉部長の松村淳子

さんが 3.2 万票を獲得し当選されました。前期で退任された山本正前市長に

は、「宇治市産業戦略」策定や、産業戦略の施策遂行拠点である「宇治ＮＥＸ

Ｔ」開設にご尽力をいただき、宇治市の新たな産業振興の方向性を示してい

ただきました。松村淳子新市長には、前職の知識や経験を存分に発揮してい

ただき、“活力ある新たな産業振興”と“万全な新型コロナウイルス感染症対

策”が両立するような具体的施策の推進を大いに期待しております。 

 当商工会議所といたしましても、宇治市はもとより関係諸機関とも緊密な

連携を図り、市内経済を回復するための新たな取り組みを強力に実施して地

域経済の発展に尽してまいりたいと存じます。 

 結びにあたり、私たちはこれまでも阪神淡路大震災やリーマンショックな

ど、経営の危機となる災禍を幾度となく経験し、それを乗り越えてまいりま

した。宇治経済界にとって今年は前途多難な船出となりますが、宇治商工会

議所では、市内事業所が新型コロナウイルス感染症に打ち克ち、地域経済が

回復するための後押しを、皆さまに寄り添って尽力・邁進してまいりますの

で皆様のご理解、ご支援をお願い申し上げまして年頭のご挨拶といたします。 
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令和３年度 新春年賀交歓会は中止いたします 
 

新型コロナ 
 

 宇治市と宇治商工会議所共催で毎年開催しております「新春年賀交歓会」

につきましては、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点より、安全

を最優先に考え、令和 3年 1月の開催を中止いたします。 

ご出席を予定しておられた会員の皆さまには、連絡が遅くなりましたこと

をお詫び申し上げますとともに、感染拡大防止の趣旨をご理解いただき、年

末年始も不要不急の外出等はお控えいただきますようお願い申し上げます。 
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新年を迎えて 丑年さん集合！ 
 

年 男 
 

㈱山仲工業所 山仲 修矢 氏… 6 回目の年男になります。小林旭ではない

が、今年こそは早く「もういいコロナ～♪」になってほしいですね。 
  

㈱ジィーシーエム 髙見 進 氏… うし年生まれの私にとって今年大賞をも

う一度取る目標で頑張りたい。 
  

京印京都南部青果㈱ 北浦 登志男 氏… コロナに負けない健康づくりを念

頭に、地域貢献のために、安心・安全な青果物を安定して供給させていた

だきます。 
  

㈱堀井七茗園 堀井 長太郎 氏… 年廻り毎にそれぞれの時代と自分が思い

出されます。6 回目そろそろ集大成かも知れませんが、引き続き宇治茶の

発展に頑張ります。 
  

任天堂㈱宇治工場 斎藤 孝之 氏… 新型コロナでこんなにも日常が変わる

とは..健康に感謝し、できる事をやっていきたいと思います。 
  

日本ジフィー食品㈱宇治工場 石川 吾郎 氏… コロナという未曽有な環境

で迎えた還暦、生まれ変わる好材と捉え、身体を留意し、新たな挑戦を続

けます！ 
  

互応化学工業㈱ 藤村 春輝 氏… 還暦を迎え、これ迄支えて貰った人々に

感謝すると共に、今迄以上に与えられた使命を全うしたいと思います。 
  

さん美研 中村 崇 氏… 48 の年を迎えこれまでの出合いに感謝し、これか

らも日々邁進して参ります。 
  

Aqua 三井田 大輔 氏… 今まで色々とありましたが、初心を忘れないで頑

張っていきたいです。  

  

 

 

 

 

丑年生まれの役員議員、青年

部の皆さんに新年にかける抱

負をお伺いしました。 

 

 

 

 

新入会員の承認や規則改正など 6議案を審議 
 

第 3 回常議員会 
 

 宇治商工会議所では、令和 2年度第 3 回常議員会を 12 月 18 日に開催しま

した。議案審議では、10 月から 12 月までの期間にご入会いただいた会員事

業所の承認や、職員給与規則の一部改正、一般会計ほか 3 つの特別会計の補

正予算など 6 議案を可決しました。 
  

 報告事項では、｢令和 3年度 

宇治市行政施策要望｣のほか、

本年度下期に行う事業等につ

いて説明を行いました。 

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 
 

12 月 18 日開催の常議員会で承認をいただいた令和 2年 10 月から 12 月までの新規入会事業所の皆様です。 
 

（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 

･㈲イーストドリーム 槇島町十八 飲食業  ･ﾄﾞｯｸﾞｻﾛﾝ ワンダブル 広野町大開 トリミング･ペットホテル 

･E.ROSE 小倉町西山 エステサロン  ･ネクステージミュージック(同) 広野町桐生谷 音楽教室 

･(同)Curio Club 広野町一里山 中古車売買  ･papisroom 木幡御蔵山 カー用品販売 

･㈱京都ホーム 小倉町老ノ木 不動産  ･Hiro Engineering 槇島町目川 バイク部品製造販売 

･seimeino.kii 南陵町 カウンセリング  ･ホームテック絆 木幡金草原 リフォーム 

･SOTAROH'S BAR 小倉町西浦 ダイニングバー  ･焼肉モリタ屋 小倉町山際 飲食業 

･手作りカレーの店 朱 槇島町三十五 飲食業  ･LeCoeur.Este 小倉町天王 エステサロン 
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｢この大変な世界を生きていくことを楽しむ秘訣｣ 
 

リレーコラム 

 

 昨年は、世界中が新型コロナ感染症に振り回され、対策に追われ、終わり

の見えない道のりに疲弊感を募らせていった年だったということになるで

しょうか。年を越え、2021年になっても、社会全体が少しずつ基礎体力を奪

われて、目の前のことに一生懸命で他人のことなどかまっていられない、自

分だけはなんとか生きのびよう、と殺伐とした人間関係を生みやすい状況が

続いているように思います。しかし、そういうときにこそ、人生は生きるに

値する、価値のあるものだということに今一度思いをはせてみたいと思うの

です。このことを考えるとき、私はいつも思い浮かべる話があります。 
 

 「あなたが高い崖っぷちに立っていて、足を滑らせてしまって落ちてしま

ったとします。もうあとは、どんなにあがいても死ぬしかありません。その

とき、人間にしかできない落ち方があるといいます。それはどんな落ち方で

しょうか？」みなさんはどんなことを思われるでしょうか。 
 

 今までいろんな方にお聞きしてきましたが、本当にひとそれぞれいろいろ

お答えになられます。大声をあげて叫びながら落ちる。一回転して落ちる。

気を失ってしまって知らぬ間に落ちる。どれもその人らしい落ち方です。 

 この話は同業の先輩から教えてもらいました。そのとき先輩が言われたの

は「どうせ落ちるのなら、自分から積極的に落ちてみようとすること」が人

間にはできる、ということでした。 
  

 自分でなんともできない事態なのでいやいやそのときを過ごすというの

ではなく、どうせなんともできないなら、どんなふうなことを自分が体験す

るのか、積極的に最後まで味わってみよう。そんな態度をもつことができる

のは人間の特権だというわけです。 
 

 病気になったとき、熱が出てつらい、身体がだるい、となりますが、それ

はからだが自分のバランスを回復しようとする働きです。そうだとすると、

どんなふうに自分はこの病気を体験するのか、熱が出たということを避けよ

うとすぐにせず、こんなふうに自分の身体は生きようとしている、面白いこ

とだなあ、とちょっと楽しんでみるという姿勢が大事になります。 

 社会的、経済的な苦境に立たされたときも、そんな状況に自分はどんなふ

うに反応して生きようとするのだろうか、それを味わい、どうせそこを突っ

切らねばならないなら、その状況を必死で生きようとする自分を楽しんでみ

る。すると不思議なことに、その苦境や病気は大変だとしても、そのことに

巻き込まれない自分がそこに生まれてきます。どんな状況にいる自分であっ

ても、人はその自分を慈しみ、その状況を生きてみようと思えるのです。 

 自分を慈しむ力は、同時に他の人を慈しむ力に変わっていきます。そうや

ってともに慈しみ、楽しみあうことができると、この世界の基礎体力は少し

ずつ回復するにちがいありません。みなさん、それぞれご自分を積極的に生

きてみようではありませんか。 

  

 

全3回で、京都文教大学臨床心

理学部の教授陣によるリレー

コラムを寄稿いただきます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都文教大学 臨床心理学部 教授 
産業メンタルヘルス研究所 委員 

濱野 清志 氏 
 

1956 年 神戸生まれ。 

京都大学法学部および教育学

部を卒業後、大学院で臨床心

理学を学ぶ。京都大学助手、

九州大学助教授を経て現在、

京都文教大学臨床心理学部教

授。臨床心理士。 

気の研究によって京都大学博

士(教育学）を取得。 

大学で趣味と実益を兼ねて気

功教室を主催。 
 

年末年始に向けての緊急メッセージ 
 

宇治市 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、京都府知事から年末年

始に向けて、府民への特措法に基づく感染防止対策の要請が出されました。 

 こうした状況を踏まえ、宇治市からも協力のお願いが出されております。

年末年始を安心して過ごせますようご理解・ご協力をお願い申し上げます。 

  

宇治市 年末年始に向けての緊急メッセージ 

https://www.city.uji.kyoto

.jp/site/corona/34790.html 
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“宇治市×響け!ユーフォニアム”宇治ウィンターフェスタ 
 

地域連携事業 

 

宇治市、(公社)宇治市観光協会、宇治商工会議所では、コロナ禍の新しい

生活様式に対応した観光誘客を図るため、観光庁の事業採択を受け、「“宇

治市×響け!ユーフォニアム”宇治ウィンターフェスタ」を開催しています。 

事業内容 

（１）舞台めぐりデジタルスタンプラリー 

  アニメの舞台となっている市内のスポットを巡るスタンプラリーです。

京阪電車の駅や市内各所にキャラクター等身大パネルを設置しています。 
 

  期期間：令和 2年１２月１５日(火)～令和 3年２月２８日(日) 

（２）商店街フェスタ 

  デジタルスタンプラリーの期間に合わせて、中宇治エリアの商店街では

「響け！ユーフォニアム」の作品とコラボした特別メニューや割引、こ

の期間だけのオリジナルクリアファイルなどの特典を提供しています。 
 

  期期間：令和 2年１２月１５日(火)～令和 3年２月２８日(日) 

  場 所：宇治橋通り商店街、宇治源氏タウン銘店会、 

  場 所：平等院表参道商店会、宇治観光塔の島会 

（３）サウンドフェスタ 

  「響け！ユーフォニアム」の世界にちなんで、宇治エリアを中心とした

中学生、高校生によるリモート吹奏楽演奏会を開催。メイン会場の萬福

寺で配信されるライブ映像は、YouTube にて視聴することができます。 
 

  開催日：令和 3年１月１７日(日) 12:00～16:00 

  会会場：黄檗山萬福寺、宇治市文化センター、宇治黄檗学園 

  場 所：※会場での観覧は、事前申込制で受付終了しています。 

  視 聴：YouTube でライブ映像を視聴可能。詳細は宇治市 Web ページ参照 

  場 所：(https://www.city.uji.kyoto.jp/site/uji-kankou/34149.html) 

  

事業では、新型コロナウイル

ス感染拡大防止に努めながら

アニメや音楽といった魅力的

なコンテンツを多角的に発信

することで、地域への観光誘

客を進めます。 

 

商店街フェスタの参加店舗や

コラボメニュー、特典の詳細

は宇治市観光協会 Web ページ

（http://www.kyoto-uji-kank

ou.or.jp/top/2020/winter-f

esta.html）をご覧ください。 

 

参加商店街では、GoTo 商店街

を活用して本事業と連携した

新たな取り組みを予定されて

います。 

 

――― 佐々木伸治 

宇治商工会議所の委員会・団体、商店街活動 
 

12・1 月開催 
 

槇島地区委員会 健康診断 

 12 月 1 日・2 日開催：槇島地区企業街づくり協議会と共催で、京都工場保

健会の協力のもと槇島コミセンにおいて健康診断を実施しました。槇島地

区の会員事業所が対象で、24事業所 140 名の方が受診されました。 

大阪屋マーケット商店会(田辺泰裕会長、岡 崇嗣副会長 会員数 10事業所) 

 12 月 6 日開催：京都文教大学と連携して「ファッションショー」を実施。

当日は万全のコロナ対策の中、ライブ等も行われ大いに盛り上りました。 

青年部 講演会(松村将和委員長、参加者 48名（うち Web 視聴者 25 名）) 

 12 月 18 日開催：IT アナリストの深田萌絵氏を招き「諸刃の剣 IT 最新技

術の利便性と危険性」をテーマに府内青年部会員を対象に Web配信を併せ

た講演会を開催。「コロナ禍で IT ツール導入企業は増えているが、自社

へのデメリットも見極めなければ利益の源泉を失う」と便利な IT 技術も

使用方法を間違えれば、設備投資は無駄に終わると熱弁されました。 

平等院表参道商店会(上林亮一郎会長、稲房 憲副会長 会員数 34事業所) 

 1 月 2 日～11 日開催：宇治市商店街等販売促進事業支援補助金を活用して

「福袋キャンペーン」を実施。3,000円以上のお買物でクイズに正解すると

2,000 円相当の福袋を進呈するお得なキャンペーン。詳細は商店会 HP へ。 

  

 

 

 

 

 
 

大阪屋マーケットファッションショー 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

平等院表参道 福袋キャンペーン 

宇治商工会議所職員募集 
【募集人員】若干名(概ね 35歳ぐらいまでの方) 

【応募期間】令和 3年 1月 12 日～1月 27 日(郵送必着) 

【試験内容】一次試験：書類選考 

      二次試験：2月 19日(金) 10:30～筆記試験 

                  13:00～役員面接 

【給与手当】当商工会議所規定による、賞与年 2回 

【資 格 等】自動車運転免許、Word・Excel知識等 

【就業開始】令和 3年 4月 1日(予定) 

 ※詳細は、Web ページの募集要項をご確認ください。 

 《宇治商工会議所で行う検定試験》 

珠算検定試験・・・試 験 日 ２月１４日(日) 
申込期間 １月５日(火)～１月２０日(水) 
受 験 料 1 級 2,340 円、2 級 1,730 円、3 級 1,530 円  

リテールマーケティング検定試験・・・試 験 日 ２月１７日(水) 

申込期間 １月１４日(木) ～１月２６日(火) 

受 験 料 1 級 7,850 円、2 級 5,770 円、3 級 4,200 円 

簿記検定試験・・・試 験 日 ２月２８日(日) 

申込期間 １月１４日(木) ～１月２９日(金) 

受 験 料 1 級 7,850 円、2 級 4,720 円、3 級 2,850 円 


