
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２7 年 11 月 １日    第 417 号 

第 2弾！ わっさむ活活商品券販売事業 
【冬期用活活商品券の販売が始まります！】 

 今年、第 2 弾となる「冬期わっさむ活活商品券」の販売が

11 月 16 日（月）から始まります。今回の販売期間は 16

日から来年の 1 月 15 日まで、使用期間は～1 月 31 日まで

となっています。事業規模は販売額 56,250 千円・販売冊数

11,250 冊で、購入は昨年同様に 6 回まで分割購入ができ、

抽選会も 1 万円購入毎に 1 回（最大 6 回）抽選できること

になります。今回も完売に向けご協力をお願いいたします。 

なお、すでに皆様にご案内していますが、11 月 2 日（月）

午後6時から産業会館2階で商品券販売に係る説明会を行い

ますので、ご出席いただきますようお願いいたします。 

 

    夜の商店街に輝く 見事なランタン！！ 

 【かぼちゃランタンコンテスト 開催】 

16 回を数える「わっさむ商店街かぼちゃランタンまつり 

ランタンコンテスト」の審査会が 10 月 9 日行われました。

35 作品がエントリーされ、夫々見事な出来栄えとなった≪

かぼちゃランタン≫は 9 日から 12 日の間 施設や店先等に

飾られ、道行く人の目を楽しませてくれるとともに、夜の商

店街を彩っていました。審査結果は次のとおりです。入賞さ

れた皆さんおめでとうございました。（上位入選者のみ、敬称略） 

＊金賞：和寒町保健福祉ｾﾝﾀｰ ｢新発見カボチャウルス｣ 

＊銀賞：和寒町立病院 「HALLOWEEN 2015」 

＊銀賞：やまぐち商店 「まちの怖がりやルイージ＆マリオ」       

＊銅賞：(有)藤田造花店 「藤田造花店のとなりの花 jin」   

＊銅賞：(医)和寒歯科医院「塔の上のラプンツェル」  

＊銅賞：(有)豊和産業「豊和 2015」  

＊商工会長賞：和寒町体育協会「かぼちゃの上の猫～ﾘﾀｰﾝｽﾞ」 

＊観光協会長賞：友和観光商事(株)「ドキンちゃんとくまもん」 

＊実行委員長賞：役場職員同交会「名画を彫る」 

＊商業部会長賞：(株)友遊 「ディズニー」 

＊特別賞：和寒中学校（1 年生）「ゆかいな仲間たち」 

 

   

 

今年も もっと気軽にお買物！ 

【会話も弾む ご用聞き隊 移動販売】 

買い物弱者といわれる方たちのお買い物支援を目的に

実施している、商業部会主催による “もっと気軽にお買   

い物”「ご用聞き隊」が 10 月 

６日と 20 日の両日、恵みｹ丘 

･若草･かたくりの各自治会館 

とかたくり荘の 4 カ所で行わ 

れました。今年最初の開催と

なった 6 日は、天候にも恵まれ、この日は小林金物店、

セブンイレブン和寒町店、花 jin、豊和産業、石上商店、

冬音の 6 店舗が参加しました。 

各場所とも 45 分の開催でした 

が、多くの方が会場に訪れ暖か 

い甘酒も振舞われるなど、笑顔 

広がるご用聞き隊となりました。 

なお、今年最後の第３回ご用聞き隊は、今月６日（金）

に開催の予定です。皆様のご協力よろしくおい願いたし

ます。 

北海道森づくりフェスタ 2015in和寒 協賛事業 

【第３回 北のうまいもの市に笑顔満開】 

朝日･剣渕･幌加内･和寒の 4 商工会広域連携協議会と

士別商工会議所が連携し実施している｢北のうまいもの 

市｣が 10 月４日 三笠山 

ふれあいのもりで行われ 

ました。3 回目となる今

回は、わっさむ開村 100

周年記念事業 北海道森

づくりフェスタの協賛事 

業として実施され、当日は肌寒い一日となりましたが全

道からの来場者は、出店された各町や各地域の特産物に

舌鼓を打ちながら晩秋の一日を楽しんでいました。 

 知っておきたい マイナンバー制度！！ 

【マイナンバー制度税務講習会を開催します】 

 商工会だより 9 月号に掲載しました、名寄税務署から

のお知らせ「マイナンバー制度」について、いよいよ和

寒町でも 10 月 28 日ごろから個人番号の通知が始ま

り、来年 1 月からの利用に向けて動き出しました。これ

を受け、本会では会員の皆様を対象にマイナンバー制度

の税務に関する「講習会」を下記により開催いたします。 

参加料は無料となっています、多数の皆様のご参加を

お待ちしています。 

  ・日時 27 年 11 月 24 日（火）午後 2 時～ 

  ・場所 産業会館 ２階大会議室 

  ・講師 名寄税務署 総括国税調査官 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

好プレー・珍プレーの連続に歓声がこだまして･･･ 

【工業部会 担い手交流親睦パ－クゴルフ開催】 

恒例の工業部会主催の「担い手交流親睦パ－クゴルフ大会」

が 10 月 10 日(土)、三笠山自然公園パ－クゴルフ場で開催さ

れました。あいにくの天候となりましたが、部会の親睦を深

めるため例年この時期に行われており、今回は 10 名が参加

し日ごろの練習の成果を発揮しました。競技の結果は次のと

おりです。(敬称略)    ・優勝 田嶋 薫 53 打 

・準優勝 窪田智弘 55 打 ・3 位 藤村光司 58 打 

 

第１8回 パンプキンフェスティバル 

【青年部 カボチャ彫り体験が大賑わい】 

 本町の秋の一大イベントである「第 18 回パンプキンフェ

スティバル」が 10月 11 日 ふれあいのもりで開催されまし    

た。今回は、わっさむ開村

100 周年記念事業の一環と

して行われ、会場は開場前か

ら農産物を求める人で賑わい

ました。毎回イベントを盛り 

上げている青年部のカボチャ彫り体験には大勢の家族連れ等

が訪れ、ハロウィンカボチャに思い思いのデザインを施して

いました。青年部の皆さんご苦労様でした。 

 

一路！ 由仁～登別～白老 

【秋の胆振路へ 女性部 部員研修を実施 】 

女性部主催による恒例の部会視察研修が10月17日～18

日に実施されました。今回は花

の町 由仁町の視察を皮切りに

一日目は登別に宿泊、空中風呂

に浸かり旅の疲れを癒しまし

た。二日目は白老町でアイヌの

歴史を学び地域の特産物に触 

れて皆さん元気に帰町しました。 

 

一路！ 佐呂間～網走～北見 

【秋のオホーツクへ 商業部会視察研修を実施】 

商業部会の視察研修が10月25日～26日に16名の参加

のもと実施されました。例年この時期に行われている研修で

すが、今回は秋のオホー 

ツクを満喫しました。 

初日は北見市を経由し網 

走市に入り市内見学の後、 

網走湖畔で疲れを癒し、二 

日目はオホーツク流氷館を 

視察見学し、部会の親睦を 

深め心身ともにリフレッシュし帰町しました。 

【 10 月の動き 】 

1 日 道連合会道北支所運営支援 

２日 全道青色申告会総会         札幌                            

4 日 北海道もりづくりフェスタ in わっさむ 

   第３回北のうまいもの市 

5 日 ランタンまつりかぼちゃ配布               

6 日 ご用聞き隊移動販売 

   女性部三役会議 

７日 消費生活推進会議事務局打合せ  

   道連合会道北支所運営支援 

   活活商品券実行委員会 

９日 ランタンコンテスト審査 

１０日 工業部会担い手交流親睦ＰＧ大会  

１１日 バンプキンフェスティバル会場設営  

１2 日 第 18 回バンプキンフェスティバル 

１３日 ランタンまつりかぼちゃ回収 

    道連合会道北支所運営支援 

１４日 道監査受検 

１5 日 商組事業委員会 

    全道商工会リーダー等研修会     札幌 

１６日 一日公庫              剣淵 

    上川管内青年部員研修会～17 日   中川 

    総合振興局長と商工会青年部員との懇談会 

    道庁赤レンガ前庭イベント～18 日   札幌 

１７日 女性部視察研修～18 日       由仁 他 

１９日  着地型観光推進協議会 

    士別地区通年雇用促進協議会運営委員会 士別 

２０日 ご用聞き隊移動販売 

    人事評価委員会    

２１日  道障がい者冬季スポーツ大会実行委員会 

２３日 第３回管内会長会議        南富良野     

北部商工会長と総合振興局長懇談会  同上     

    ＬＣカクテルパ－ティ－ 

２４日 観光協会企画委員会 

２５日 上川ブロック女性部研修       美瑛 

    商業部会視察研修～2６日迄     網走 他 

２７日 観光協会企画委員会 

２８日 全道商工会広域連携実施体制推進会議 札幌 

    ４商工会広域連携協議会情報交換会  

    旭川和寒会交流会          旭川 

２９日 全道ブロック別職員研修会～3０日迄  旭川 

３０日 北海道ヘルスケア産業振興協議会研修会 札幌 

３１日 着地型観光ツアー来町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 


