
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２7 年 ７月 １日    第 413 号 

 

【 第 3 回 理事会 開催される 】 

平成27年度第3回理事会が6月5日開催されまし

た。その結果を次のとおりご報告いたします。 

◎議案第 1号 役員退任慰労金の支払いについて 

 平成 26 年度をもって退任された 3 名の退任役員に

対する退任慰労金について、規程に基づき支払うこと

について承認をいただきました。 

◎議案第2号 平成 27年度収支更生予算（案）について 

 平成 27 年度収支更生予算（案）について、退任役

員に対する退任慰労金支出のため、必要経費を増額す

る歳入歳出更生予算（案）について承認をいただきま

した。 

◎議案第 3号 会員の加入について 

・事業所名： 光 来     南  勝彦 様 

     ：(有)鈴木建設   鈴木 忠之 様 

字三和で手打ちそばの光来を展開している南様から

加入申し込みがあり、27 年 6 月 1 日付で加入が承認

されました。また、3 月をもって退会された(有)鈴木建

設様は本会の要請に応えていただき 6月 1日付で再加

入となりました。 

今後一層のご活躍を期待いたします。 

◎議案第 4号 会員の会費の変更について 

事業休止に伴う会員の会費等級を変更することにつ

いて承認をいただきました。 

本会会費の見直しは平成 18 年度に実施された経緯

にありますが、その後 9 年を経過し、地域経済や会員

を取り巻く環境が変化していることから、今年度にお

いて会費等級区分の状況等を調査するため、特別委員

会を設置することについて承認をいただきました。  

◎議案第 5号 商工会各委員会の構成（案）について       

任期満了による役員改選を受け、各委員会の構成に

変更が生じたので、新たな構成委員について次のとお    

                        

り承認をいただきました。（◎委員長、○副委員長） 

◆総務企画委員会         （敬称略） 

 ◎渡邊裕治､○合田菊夫､藤村光司､眞鍋修詩､藤田房雄､

西田陽司､窪田珠子 

◆経営改善普及事業推進委員会 

 ◎酒向 勤､○五十嵐英次､藤村光司､水口光春 

◆労務福祉厚生委員会 

 ◎西田陽司､○今田弘二､眞鍋修詩､白圡真太郎 

◆融資審査委員会 

 ◎眞鍋修詩､○渡邊裕治､藤村光司､藤田房雄､酒向 勤 

◆人事評価委員会 

 ◎浜田義昭､○藤村光司､眞鍋修詩､藤田房雄､合田菊夫､

白圡真太郎､窪田珠子 

◎議案第 6号 商店街活性化委員会の設置について 

 むらおこし事業等地域活性化事業を活用して「食用種

子南瓜『ストライプペポ』による特産品開発」を行うに

あたり、推進母体となる「商店街活性化委員会」を設置

することについて承認をいただきました。 

◎議案第７号 わっさむ活活商品券販売事業について 

 27 年度わっさむ活活商品券販売事業の実施に向け、

本会等で構成する「わっさむ活活商品券実行委員会」で

協議した実施要領(案)について承認をいただきました。 

・報告事項１ 朝日･剣淵･幌加内町･和寒町商工会広域連携

協議会について 

・報告事項 2 ＦＲＶ活動について 

・報告事項 3 みんなのお庭。プロジェクト 活動について 

・報告事項 4 どんとこい！夏まつりの開催について 

・報告事項 5  わっさむ三笠山夜桜まつりの終了について 

・報告事項 6  各事業の推進経緯について 

・報告事項 7  各部会の報告 

わっさむ活活商品券販売事業がスタート！ 

【 夏期用として 3,750 冊を限定販売 】 

20%の割増しをしたプレミアム付き商品券を販売

する『27年度夏期用 わっさむ活活（いきいき）商品

券』販売事業が 7 月 15日（水）から開始されます。 

町では、今年度の商品券販売事業として販売金額7,500

万円にプレミアム 20％分 1,500 万円を加えた総発行

額 9,000 万円に対する必要経費を予算化しています。 

実施にあたり実行委員会では、商品券の完売を目指し

て取り組むとして、今年度は夏期と冬期の 2 回に分け販

売するよう町に要請したところ了承を得ましたので、今

回、夏期用商品券を販売することになりました。 

夏期用は商品券 3,750 冊、販売額 18,750千円で実

施するもので、販売期間は 7 月 15 日～8 月 14日の１

ヶ月間とし、使用期間は 7 月 15日～9月 30日までと

なり、1世帯の購入限度額は 6 冊･3 万円迄となります。 
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また、購入は２回まで分割購入可能とし、販売推進策の抽選

会は、最初の購入時に 1回抽選できることになりました。 

今回も独自対策として「ダブルチャンス活活スタンプラリ

ー」を実施し販売促進を図りますので、会員の皆様には積極

的にＰＲに努めていただき、自店の売り上げ増加に向けた独

自サ－ビスも検討され、完売に向けたご協力をお願いいたし

ます。尚、商品券販売に係る説明会を 7月 1日午後 6 時か

ら行いますので、出席をお願いいたします。 

 

わっさむ開村 100周年記念 

【 第 13 回どんとこいわっさむ夏まつり 】 

７月 26 日（日）に実施！ 

６月 23 日（火） どんとこい！わっさむ夏まつり実行委

員会・事務局合同会議が開催され、その実施内容が決定され

ました。今年で 13 回目を数える夏まつりは、「わっさむ開

村 100 周年記念」の冠を付して行われることになり、子ど

もたちに大人気の「カブト虫王国」をイベントの中心に据え、

流しソ－メンや移動動物園、熱気球試乗会、大抽選会等多彩

なイベントが予定され、ステ－ジでは、毎回好評のジャグリ

ングショ－や本格的ジャズバンドの演奏会など、多くの方に

楽しんでいただけるよう実施していきます。また、今回は記

念事業の一環として「玉入れアトラクション」と「ジュニア

チアリーディング」を実施することになりました。 

夏まつりでご利用いただく抽選番号付き金券「どんとこい

チケット」は今回も１枚千円で販売し、100 円の割引券が

ついたチラシを全戸に配布しますのでご利用ください。ま

た、和寒ジンギスカン券も抽選券付で前売 900 円、当日千

円で販売しますのであわせてご購入ください。 

現在、出店を希望する方を募集しています。出店対象者は

町内居住者に限り、販売品目は原則飲食関係と物品の販売と

させていただきます。出店希望の方は 7 月 6 日（月）まで

に商工会宛申込書を提出してください。 

本年も関係する皆さんには大変お世話になりますがご協

力をよろしくお願いいたします。 

【ＦＲＶフラワ－ポットの植込み作業終了】 

今回で第 13回を迎えたフラワーロードボランティアクラ 

ブによる国道 40号線沿いの花飾り作業が 6月 13 日（土）

午前 7時から商工会前で行われ、会員等 46 名の参加・協力

をいただき無事に終了いたしました。当日、早い方は 6時 

              30 分には作業に駆け付けて 

いただき、予定の時刻より 

早く終了することができま 

した。今後 10 月迄の期 

間、草取りや水やり作業 

について、ご協力をお願 

いいたします。皆様には 

大変ご苦労様でした。 

 

 

【北海道商工会連合会からのお知らせ】 

道連合会より平成 27 年度商工会等職員採用候補

者統一選考試験の実施について、次の通り案内があり

ましたのでお知らせいたします。 

・受付期間：27年 7月 21 日(月)～9月 24 日(木) 

・試験日 ：27年 10 月 3 日（土） 

・試験概要等の詳細は本会までお問合せください。 

なお、現在のところ本会の採用予定はありません。 

 

 【 ６ 月 の 動 き 】 

6 月 1日 商業振興協同組合総会 

      広域連携協議会幹事会 

      青年部員会議 

2 日 ミラサポ派遣事業 

      LC 例会 

3 日 全道経営指導員研修会    札幌 

   観光協会企画委員会・事務局会議 

4 日 上川職員協指導員研修会   札幌 

   5 日 第 3回理事会 

      和寒建和会安全大会 

   9 日 観光協会役員会  

      わっさむ夏まつり事務局会議 

   10日 上川職員協局長研修会    札幌 

      商業振興協同組合役員会 

   1１日 全道商工会事務局長会議   札幌 

   12日 ＦＲＶ事業花台設置作業 

       わっさむ活活商品券実行委員会 

   13日 ＦＲＶ事業・女性部花の植込み作業 

   16日 商業部会・商組合同会議 

   19日 融資審査委員会 

      テラスミーティング     旭川 

      マル経協議会会議      旭川 

   20日 ゴールデンタイム in軽トラ市 

   2２日 青申連合会定期総会     名寄 

管内女性部長会議      旭川 

   23日 中小企業支援担当者研修   札幌 

      わっさむ夏まつり実行委員･事務局会議 

   24日 法人会定期総会       名寄 

      交通事故防止緊急集会 

      女性部三役会議 

   25日 パンプキンフェスティバル打合せ会議 

   27日 観光協会みんなのお庭。プロジェクト 

   28日 渡辺富美雄氏旭日双光章叙勲祝賀会 

   30日 広域連携協議会会長会議、協議会総会 

 

 

 

 

 

 

 

 


