
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 2７年 ８月 １日    第４１４号 

 

ゴールデンタイム in軽トラ市！！ 

【一夜限りのビアガーデン 今年も盛会に】 

 今年で 5回目を迎える「ゴールデンタイム in軽ト

ラ市」が６月 20日（土）商工会横の西町駐車場で開

催されました。 

商業部会主催による軽トラ市は、軽トラック等で気

楽に出店参加することで、町内の賑わいをつくり、商

工業者と町民のコミュニケーションを図ることを目

的に開催しています。 

午後 4時からスター 

トした会場には、飲み 

物や食べ物の提供の他、 

電気製品や農機具など 

9店舗が立ち並び、多 

くの来場者を楽しませていました。 

また、会場では子ども向けに手動モーターによる車

のレース大会も行われ、子

どもたちの歓声がこだま

していました。 

           夜のとばりと共に、お得な

お買物券を購入したお客 

様は、好きな飲み物を片手に、お目当ての食べ物に舌

つづみを打ちながら会場に用意された休憩スペース

で談笑されていました。イベントを企画された商業部

会の皆さん、出店された皆さん大変お疲れ様でした。 

夏期用 わっさむ活活商品券販売 

【 7 月 28 日 完売しました！ 】 

7月 15日（水）から販売が開始された 27年度

夏期用 わっさむ活活（いきいき）商品券 3,750冊

の販売が 28日終了しました。 

 

20%のプレミアム付き商品券を販売する今年度の

『 わっさむ活活（いきいき）商品券』販売事業は、

夏期と冬期の 2 回に分け実施する事として、総販売

冊数 15,000冊のうち25%に相当する 3,750冊を

販売しましたが、お蔭をもちまして 7 月 28 日完売

となりました。販売にあたり、皆様には積極的にＰＲ   

に努めていただくなど、完売 

に向けたご協力大変ありが 

とうございました。なお、使

用期間は 9 月 30 日までとなっておりますので、お

客さまへの周知等に、今後ともご協力をお願いいたし

ます。 

  平成 27度 夏の連合大売出し 

 【今年も！！ 中元大売出し始まる】 

 恒例の商工会・商業振興協同組合による平成 27年

度中元大売出しが、売出期間を 7月 15日（水）から

８月 26日（水）まで として始まりました。 

売出期間中、現金（商品券の利用可）で買い物をし

たお客様に 200 円毎に「青色シ－ル券」を１枚進呈

し、通常台紙にシ-ル 80枚貼れば 1回、160枚貼れ

ば２回の抽選ができます。 

売出し参加会員におかれましては、町民の皆様に対

する積極的なＰＲをお願いいたします。 

なお、抽選会の賞品内容は下記のとおりです。 

 ・特賞 商品券 50,000 円 ～  5 本 

 ・1 等 商品券 30,000 円 ～10 本  

 ・2 等 商品券 20,000 円 ～10 本 

 ・3 等  商品券 10,000 円 ～20 本 

 ・4 等 商品券 5,000 円 ～ 50 本 

 ・5 等 商品券 3,000 円 ～100 本 

 ・6 等 商品券   500 円 （空くじなし） 

中元大売出しの抽選会は 8月 26日（水）、27日 

（木）の 2 日間、いずれも午前 10 時から午後 6 時

まで商工会を会場におこないます。 

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】 

和寒町の夏を彩る一大イベント 「第 13 回どんと

こい！わっさむ夏まつり」が 7月 26日（日）三笠山

「ふれあいのもり」を会場に開催されました。 

今回は、「わっさむ開村 100周年記念事業」の一環

ということから、新たに全日本玉入れ協会による≪玉

入れアトラクション≫や絵本の里 けんぶちジュニア

チアリーディングクラブに≪チアリーディング≫を 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

【名寄税務署からのお知らせ】 

名寄税務署より個人芝業者の消費税及び 

地方消費税の中間申告と納税についての資 

別紙のとおり配布されましたので、熟読の 

対されますよう 

【連合会からの節電のお願い】 

 

 

 

 

今年も踊ろう 盆踊り！！ 

【盆踊り実行委員会からのお知らせ】 

商工会商業部会、商業振興協同組合の主催による

今年の盆踊り大会が 8月 16日（日）開催されます。 

詳しい内容は、後日配布されるチラシを参照ください。 

《 7 月の動き 》 

7月１日 活活商品券販売事業説明会 

     商組シール委員会 

３日 全道商工会新任役員研修会  札幌 

   ふるさと名物セミナー    札幌 

4日 法人会視察研修会      札幌 

   FRV作業日、産業会館改修工事着手 

5日 町民大運動会 

6日 上川管内青年部長会議    旭川            

7日 どんとこい！夏まつり出店者会議 

   全道商工会補助員等専門研修～8日 札幌 

8日 工業部会幹事会    

10日 経営改善普及事業推進委員会 

    着地型観光協議会設立会議 

    町内 4団体交流会事務局会議 

  13日 女性部夏まつり用もちつき作業 

  15日 わっさむ活活商品券販売開始 

      商店街活性化委員会、街づくり委員会 

      会費等調査特別委員会 

      北海道ブロック等商工会女性部員研修会 

  17日 士別地区暴追協事務局会議  士別 

       どんとこい！夏まつり実行委員会議 

  21日 地域経済好循環拡大推進会議 札幌     

  22日 道北観光連盟事務担当者会議 名寄 

  23日 名寄地区労保事務組合定期総会 名寄 

      食べマルシェ説明会     旭川 

  25日 どんとこい！夏まつり会場設営     

  26日 第 13回どんとこい！わっさむ夏まつり 

27日 消費税転嫁対策指導員研修  旭川 

管内職員協経営指導員研修  旭川  

28日 道北ブロック指導員研修   旭川 

    三和高校後援会設立準備委員会 

29日 わっさむ開村 100年記念式典 

    ふるさと“わっさむ”を語る夕べ 

     

 
 

 

 

披露していただくなど、記念事業に相応しい夏まつりにな

るよう準備を進めてきました。塩狩太鼓少年団の勇ましい 

            演奏で始まったまつりは、昨年 

            強風の影響で中止となった≪ 

熱気球の試乗会≫や子ども達 

に人気の≪龍神リョウガショ 

ー≫に≪ジャグリングショー

≫も行われ、もちろん、祭りの中心イベントである ≪カ

ブトムシ王国≫には、開会 

前から大勢のファミリーが 

列をなしていました。 

当日は朝から曇り模様で 

したが、食のブースでは、 

焼き鳥や初めて出店された 

手打ちそばなど、いずれの店にもお客様がたくさん詰め 

かけていました。午後からはあいにくの雨模様となりまし

たが、大抽選会も大盛況で 2俵の餅が提供された≪もちま

き≫は、開村 100 年を記念して米 1kg のプレゼントが

100個用意されました。 

会員の皆様には、事故もなく無 

事に終了できましたことに感謝申 

し上げますとともに、各部会を始 

め多くの関係者の皆さまのご支援・ 

ご協力に厚くお礼申し上げます。 

      よろしくお願いします！ 

【商業振興協同組合より 役員改選のお知らせ】 

6月 1日、商業振興協同組合の通常総会が開催され、

役員が次のとおり改選されました。今後ともよろしくお

願いいたします。 （敬称略） 

◎ 代表理事 白圡 春夫 （新） 

◎ 副理事長 酒向  勤 （新）  

◎ 専務理事 石上 恵三 （新） 

◎ 理  事 岡   悟 （再）、丹野千鶴子（再） 

     川島美智子 （再）、武田 弘司（再） 

     窪田 裕二 （新）、佐藤 伸二（新） 

 なまらいいっしょ北海道フェア 

 【出 展 事 業 者 募 集 に つ い て】 

会員事業者の商品ＰＲや特産品の展示販売などを行う

「なまらいいっしょ北海道フェア」が 10月 24日（土）

～25日（日）の２日間 東京都秋葉原にある「アキバ・ス

クエア」で実施され、主催する北海道商工会連合会では出

展者の募集を行っております。申込期限は 8月 20日（木）

です。詳細は商工会事務局にお問い合わせください。 

 

 

          

 

 

 

 

 

 


