
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２8 年 ７月 １日    第 425 号 

 

【 第 3 回 理事会 開催される 】 

平成28年度第3回理事会が6月8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 会員の加入について 

・事業所名 ： ㈱まちの整骨院 山口 忠士 様 

      ： わっさむ.COM  袰田 道悟 様 

字南町でまちの整骨院を開業されている山口忠士様

から、事業所の法人化にあたり新たに加入申し込みが

あり、28 年 6 月 8日付で加入が承認されました。 

平成 26 年 2 月より字西町に事務所を構える NPO

法人 わっさむ.COM 代表袰田道悟様から加入申し込

みがあり、28 年 6月 8日付で加入が承認されました。 

今後一層のご活躍を期待いたします。  

◎議案第 2号 和寒町商工会等振興調査事業について 

28 年度実施する「和寒町商工会等振興調査事業」の

実施計画書を北海道に提出しましたので、実施に向け

「和寒町商工会振興調査委員会」を設置するとともに、

実施計画に基づき事務を進めることについて承認をい

ただきました。 

振興調査事業実施計画書の内容 

１．目 的 

地域の人口減少と高齢化が急速に進行し、地域経済が縮

小するなか、超高齢社会に即した「必要とされる」、「期待

される」商店街を構築するために必要な調査を行うととも

に、具体的な実施の方向性を探るための研究を行い、地域

小規模事業者の経営の改善発達を支援することを目的に、

商工会等振興調査事業を実施する。 

２．実施体制 

商工会振興調査委員会を設置して事業の基本的実施方

針及び実施計画を作成し事業を実施する。 

委員会の委員は 12 名以内とし構成は次のとおりとする。 

・有識者､町職員､商工会役員､町民代表､関係事業者 

 

３．事業内容 

消費者から「必要とされる」「期待される」商店街になる

ために、必要となる現状調査や意向調査を進め、賑わいの場

やふれあいの場を試行しながら、商店街の活性化、特に買い

物弱者の目線をとおした商店街の構築を目指すため、次の 3

項目に掲げる事業を実施する。 

◎調 査 の 実 施 

①空き地・空き店舗調査：7 月中に調査 

②事業所アンケート：8 月～実施 

③お買い物アンケート：9 月～実施 

◎試 行 の 実 施 

①街ゼミの開催：8 月～10 月に 3 回実施 

【消費者を対象に、町内事業者が持っている「技」や「知

恵」、「技能」などを発揮できるゼミを開催します。】 

②支援事業との連携：9 月～10 月に実施 

【行政が実施している各支援事業と連携し「にぎわい

の場」構築に向けた手法を検討します。】 

◎将来構想の作成 

①講演会の開催：11 月中に実施 

②意見交換会の開催：12 月中に実施 

③将来構想の作成：1 月～3 月中に作成 

4．本事業の実施に要する経費 

 1,015,000 円（内 補助金 1,000,000 円） 

5．事業実施期間 

平成２８年６月１日～平成２９年３月３１日 

 ※ 以上の内容で振興調査事業が展開されます。会員の皆

様の積極的な協力・参加をお願いいたします。 

 

◎議案第 3号 わっさむ活活商品券販売事業について 

28 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

議の実施要領（案）について承認をいただきました。 

ただし、実施にあたっては町の予算措置後に改めて詳

細を協議することにいたします。 

（会員の皆様には詳細が決定後にお知らせいたします。） 

・報告事項 1 朝日･剣渕･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 三笠山夜桜まつりの終了について 

・報告事項６ 塩狩峠･夫婦岩整備検討委員会委員の推薦に

ついて   

・報告事項 7 伴走型小規模事業者支援推進事業の実施につ

いて 

・報告事項 8 産業会館周辺工事の着手について 

・報告事項 9  各事業の推進経緯について 

・報告事項 10  各部会の報告 
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第 14回どんとこい！わっさむ夏まつり  

【今年もど～んと ７月 31 日（日）に実施！】 

６月 23日（木） どんと 

こい！わっさむ夏まつり実行 

委員会・事務局合同会議が行わ 

れ、今年は 7 月 31 日（日） 

に実施されることが正式に決 

定されました。 

今年で 14 回目となる夏まつりは、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、恒例の流しソ－

メンや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－の他、今年もジュニアチ

アリーディングを実施いたします。また、新たに上川総合振

興局北部森林室様のご協力により「木育体験コーナー」を行

うことになりました。 

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 円の割引券付きチラシを全戸配布します

のでご利用ください。和寒ジンギスカン券も抽選券付で前売

り 900 円、当日千円で販売しますのでご購入ください。 

現在、出店希望者を募集しています。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 5 日（火）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】 

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 11 日（土）午前 7 時から商工会前

で行われ、会員や士別から駆け付けていただいた旭川開発局       

士別道路事務所の皆様など 

41 名の参加・協力をいただ 

き無事に終了いたしました。 

今回も、作業開始予定より 

30 分前には参集していただ 

き、予定の時刻より早く終了 

することができました。皆様には大変ご苦労様でした。 

【みんなのお庭。プロジェクト活動終了】 

観光協会が昨年から実施し 

ている「みんなのお庭。プロ 

ジェクト」が 6月 17日(金) 

午後 5時 30分から三笠山 

「ふれあいのもり」で行われ 

ました。このプロジェクトは、 

イベントの会場として利用される「ふれあいのもり」を訪れ

る方々に喜んでいただこうと植栽に取組んでいるもので、今

回は紫陽花 16 株、ルピナス 24株を移植しました。作業に

は観光協会会員 23 名の参加をいただき心地よ 

い汗を流すとともに、交流と親睦を深めました。 

 

 

ゴールデンタイム in軽トラ市 

【今年もぐい～っと ビアガーデン！】 

今年で 6 回目を迎える商業部会主催による「ゴールデ

ンタイム in 軽トラ市」が６月 18日（土）商工会横の西

町駐車場で開催されました。 

当日は、あいにく気温が 

上がらず肌寒い中での開催 

となりましたが、午後 4時 

からスタートした会場には､ 

ビールなどの飲み物や焼き鳥･コロッケを提供する軽食の

お店の他、電気製品や軽自動車販売など 10店舗が出店さ

れるとともに、今回初めて愛別町青年部のメンバーが特産

の愛別キノコを販売しました。 

会場に訪れたお客様は寒さも何のその、冷たいビールを

片手に、お目当ての軽食に舌つづみを打ちながら家族団ら

んを楽しんでいました。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。 

 【 ６ 月 の 動 き 】 

6 月 2日 わっさむ活活商品券実行委員会 

      全道経営指導員研修会    札幌 

      LC 例会 

3 日 伴走型推進事業説明会    札幌 

      和寒建和会安全大会 

6 日 青年部どんとこい夏まつり作業開始 

7 日 観光協会役員会 

   工業部会幹事会    

   8 日 第 2回総務企画委員会 

第 3 回理事会 

   9 日 ふるさと交流委員会総会  

１０日 わっさむ夏まつり事務局会議 

    道連合会荒尾会長褒賞受賞祝賀会 比布 

１１日 ＦＲＶ事業・女性部花の植込み作業 

  １３日 上川職員協局長研修会    札幌 

１４日 全道商工会事務局長会議   札幌 

  １５日 着地型観光推進協議会 

      和寒町交通安全の集い 

１７日 みんなのお庭。プロジェクト活動 

１８日 ゴールデンタイム in軽トラ市 

２２日 法人会定期総会       名寄 

２３日 わっさむ夏まつり実行委員･事務局会議 

２５日 女性部研修 ～26 日     釧路管内  

２８日 パンプキンフェスティバル打合せ会議 

    マル経協議会会議      旭川 

２９日 管内女性部長会議      旭川 

３０日 広域連携協議会会長会議、協議会総会 

 

 

昨年の夏まつりより 

 

 

 

 

 

 

 


