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平成 2８年 ５月 １日 第 423 号 

【平成 28 年度 商工会通常総会日程】 

 ５月 19 日（木) 午後４時 

 産業会館 ２階 大会議室 

 平成 28 度の商工会通常総会の日程が上記のとおりと

なりましたので、お知らせいたします。 

総会は会員の皆さんのご意見を反映する、最高の議決

会議です。 

時節柄ご多忙とは思いますが、多数のご出席をよろし

くお願いいたします。なお、通常総会開催通知は、議案

書とともに 2日から配布の予定です。 

 

【第１回 理事会 開催される】 

平成 28 年度第１回理事会が、４月 20 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 商工会運営費資金の一時借入について 

 平成 28 年度当初の本会事業運営に借入金が必要とな

りますので、300万円を一時借入することについて承認

をいただきました。 

◎議案第 2号 ２８年度事務分掌の一部変更について 

平成 28 年度における事務分掌を一部変更することに

ついて承認をいただきました。     

◎議案第 3号 平成 28年度通常総会の提出議案について 

平成 28 年度通常総会に上程される議案について承認

をいただきました。 

上程予定の議案は次のとおりです。 

・平成 27 年度事業報告、収支決算書・貸借対照表・財

産目録の報告について その他 

・平成 28年度事業計画・収支予算(案)の承認について 

・平成 28年度一時借入金の限度額承認について 

 

・平成 28年度収支更生予算の理事会一任について 

・商工会定款の一部改正(案)の承認について 

 ・和寒町労働保険事務組合事務処理規約の一部改正

（案）の承認について 

報告事項 1 27年度監事監査実施について 

報告事項 2 第 31回三笠山夜桜まつりについて 

報告事項 3 極寒フェスティバル決算報告について  

報告事項 4 関係する各事業の推進経緯について  

報告事項 5 各部会報告 

【女性部 通常総会 13 日に終了】 

商工会女性部の平成 28年度通常総会が４月 13日、

午後 6時 30分から部員 45名（内委任状 17名）の出

席のもと執り行われました。 

総会は女性部誓いの 

言葉を全員で朗唱し商 

工会女性部の歌を斉唱 

し始まり、窪田珠子部長 

の挨拶に引き続き、来賓 

の奥山 盛町長、浜田義 

昭商工会会長から心温 

まる祝辞をいただき議事に入りました。その結果、提出

された 27年度事業報告及び収支決算報告、28年度事

業計画(案)及び収支予算(案)について、全会一致で承認

されました。 

今後一年間のご活躍をご期待いたします。 

【青年部  通常総会 14 日に終了】    

 商工会青年部の平成 28 年度通常総会が４月 14 日、 

午後 7時から部員 

18名（内委任状 7 

名）の出席のもと執 

り行われました。 

総会は白圡真太郎部 

長の挨拶に引き続き、 

来賓を代表して奥山 

盛町長並びに浜田義昭商工会会長から激励の祝辞をい

ただき議事に入りました。総会では 27年度事業報告及

び収支決算報告、28 年度事業計画(案)及び収支予算

(案)、予算の更生を役員に一任する件について、提案の

通りに承認されました。これから一年間、若い力を結集

してご活躍されることをご期待いたします。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

【観光協会通常総会 26 日に終了】 

 平成 28 年度の観光協会通常総会が 4月 26日、午後

5時から産業会館で執り行われました。 

 総会には会員 51名 

（委任状 21名）の出 

席があり、冒頭渡邊 

裕治会長より挨拶が 

あり、その後来賓と 

して出席いただいた 

 奥山盛町長並びに塚 

崎正町議会議長、浜田義昭会長、西本護 JA 北ひびき代

表理事組合長（代理出席 今野政志副組合長）を代表して、

奥山町長よりご挨拶をいただき議事に入り、予定された

議案4件について慎重審議をいただき提案の通りに承認

されました。なお、今回は任期満了に伴う役員改選が行

われ、正副会長は下記のとおりとなりました。 

会 長：渡邊裕治（留任） 

副会長：眞鍋修詩（留任）今野政志（留任） 

    合田菊夫（新任） 

【第 31 回 三笠山夜桜まつり の開催】 

☆☆ ５月 13 日(金) 午後６時 0０分開場 ☆☆ 

『第 31回三笠山夜桜まつり』が 5月 13日（金）三

笠山ふれあいのもりを会場に、午後 6時開場で、午後 6

時 30分から開催されます。今年は順調に「桜前線」が

北上し、旭川地方の開花予想は 5月 3日と発表されるな

ど、道北の地にも桜の訪れが間近に迫ってきました。 

今回の夜桜まつりは昨年同様、鏡開きやイルミネーシ

ョンの点灯を予定し、ステージショーでは 3度目の来町

となるシンガーソングライターの JUN さんに出演をお

願いしており、もちろん今年も、抽選券付き前売券（ジ

ンギスカン肉･野菜･おにぎり付き）を 1 枚 1,000 円に

て販売しておりますので、皆さんお揃いで参加されお花

見を楽しんでいただきますようご案内申しあげます。 

なお、飲物等の予約も商工会事務局で受け付けていま

すのでご利用ください。 

≪ 三笠山夜桜祭り実行委員の皆さまへ≫ 

夜桜まつりの会場設営準備を下記の日程で行います。

時節柄ご多用のことと存じますが、作業等出役に皆様の

ご協力をお願いいたします。 

◎ぼんぼり設置 5 月 12日(木)午後１時～現地集合 

◎会場設営   5 月 13日(金)午後 2 時～現地集合 

◎ぼんぼり撤去 5 月 16日(月)午前９時～現地集合 

 

 

【レジ更新に軽減税率対策補助金のご利用を】 

消費税軽減税率制度（複数税率）への対応が必要とな

る小規模事業者の皆さんが、複数税率対応レジの導入な

どを行うあたり、その経費の一部を補助する制度が設け

られ、下記の内容で募集が始まりましたのでお知らせい

たします。 

・申請期間：平成 29年 5 月 31日まで 

・補助対象経費：レジ本体機器、レジ付属機器等 

・補助率･補助上限：レジ本体･付属機器は 

  1台かつ 3万円未満は補助率 3/4 

  それ以外は補助率 2/3･補助上限 20万円 他 

・ 個別相談に応じています。 

詳しくは商工会にお問い合わせください。 

    

【 4 月 の 動 き 】 

4 月 1日 辞令交付 三役会議 

4日 女性部三役会議 

6日 観光協会役員会 

      第 31回三笠山夜桜まつり実行委員会  

7日 小規模事業補助金実績報告審査  旭川 

9日 建和会総会            

11日 27年度観光協会監事監査 

道むらおこし事業完了検査 

12日 工業部会幹事会 

13日 女性部総会 

14日 青年部総会 

15日 27年度通期監事監査 

16日 三和高校入学式 

18日 商業部会幹事会 

20日 第 1回総務企画委員会 

 第 1回理事会 

23日 全町一斉清掃活動 

25日 夜桜チケット販売町外事業所訪問 

26日 法人会役員会 

第 2回観光協会役員会 

平成 28年度観光協会通常総会 

27日 活活商品券実行委員会・事務局会議 

管内青年部総会、管内女性部総会 旭川 

       工業部会通常総会 

28日 経営改善普及事業推進委員会 

    街づくり委員会 

       青色申告会役員会及び青色申告会総会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


