
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 ８月 １日    第 426号 

 

【 第 4 回 理事会 開催される 】 

平成 28 年度第 4 回理事会が 7 月 11 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 商工会振興調査事業の実施について          

 第 3回理事会（6月 8日開催）において承認された、商 

工会振興調査事業の実施計画に基づく当面の事業実施につ 

いて承認をいただきました。         

◎議案第２号 伴走型小規模事業者支援推進事業の実施

について      

第 3 回理事会（6 月 8 日開催）において報告された、

伴走型小規模事業者支援推進事業の実施スケジュールに

基づく当面の事業実施について承認をいただきました。    

◎議案第３号 会員の脱退について 

やまぐち商店  山口 忠士様 

 やまぐち商店様は、㈱まちの整骨院への法人化に伴い事

業廃止となり、脱会となりました。 

･報告事項 1 28年度活活商品券販売事業の実施について  

･報告事項 2 広域連携役職員交流会の開催について 

･報告事項 3 和寒町社会福祉協議会理事の推薦について 

･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 各部会の報告 

  

商工会振興調査委員会を設置！！ 

【いよいよ始動 事業者アンケート調査を実施】 

 商工会だより7月号で紹介した商工会振興調査事業は、

7月 6日に商工会振興調査委員会が設立され、いよいよ

事業が動き出しました。発足した委員会は来年 3月まで

設置され、計画している事業内容や将来構想について 

今後、ご意見を伺っていくことになります。 

 事業では、会員や消費者の皆さんのアンケート調査から

始める計画で、第 1弾として、「事業者アンケート調査」

を行います。これは、今後の商店街の活性化に向けた基礎

資料となりますので、商工会だより 8月号に同封された

アンケートは、恐縮ですが期日までに回答いただきますよ

うご協力をお願いいたします。また、8月には「賑わいの

場」づくりとして、「街ゼミ」も開催いたします。第 1回

は、「ここがポイント！アイロンの使い方」と題して、し

らとクリーニング店の白圡真太郎青年部長を講師に、8月

18日（木）に行われます。詳しくは、同封のチラシをご

覧いただき、ＰＲいただきますようお願いいたします。 

なお、委員会の構成は下記のとおりです。（敬称略） 

 所  属 氏    名 備   考 

①有識者 座長 江口 尚文 旭川大学経済学部教授 

②役場職員 保土沢 澄夫 産業振興課課長 

③商工会の関

係役員 

副座長 眞鍋 修詩 副 会 長 

今田 弘二 理事 商業部会 

合田 菊夫 理事 工業部会 

白圡 真太郎 理事 青年部  

石上 厚子 女性部 

④町民の代表 佐子 雅晴 ＪＡ和寒基幹支所長 

佐藤 伸二 商工業後継者 

坂本 廣志 監事 大通り自治会 

⑤関係事業者 瓜 るみ子 福祉関係者 

佐藤 元信 交通関係者 

 

  平成 28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 28 年度

中元大売出しが、売出期間を 7 月 20 日（水）から８月

26日（金）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(金)～27日(土)の 

2 日間で、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。 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

【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（火） 

大通りふれあい駐車場付近を 

会場に開催されます。 

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２日 FRV作業日 

  ５日 全道商工会補助員等専門研修～6日 札幌 

     上川管内青年部長会議       旭川 

     中小企業等経営強化法等説明会   旭川 

６日 第 1回商工会振興調査委員会 

   士別地区暴追協事務局会議     士別 

7日 どんとこい！夏まつり出店者会議 

   商業部会・商組役員会 

8日 女性部役員会    

11日 第 3回総務企画委員会 

    第 4回理事会 

12日 管内指導員研修会 ～13日   中川  

14日 あさひかわ商工会中村会長叙勲祝賀会 旭川 

15日 経営改善普及事業推進委員会 

    名寄地区労保事務組合定期総会  名寄 

  19日 活活商品券実行委員会 

     士別和寒剣淵幌加内着地型観光推進協議会 

                      士別 

     どんとこい夏まつり実行委員会 

20日 4商工会広域連携協議会役職員交流会 剣淵 

女性部夏まつり用もちつき作業 

  24日 女性部北部ブロック研修会    幌加内 

25日 北のうまいもの市事務局会議   朝日 

     健康･医療分野参入促進セミナー 札幌 

 26日 上川管内会長会議        旭川 

     人事交流調査会議        旭川 

 29日 士別地域日台親善協会設立準備会 士別 

 30日 FRV作業日 

どんとこい！夏まつり会場設営 

  31日 第 14回どんとこい！わっさむ夏まつり 

 

 
 

 

 28年度 わっさむ活活商品券販売事業 

【 決定！ 9 月 1日 より販売開始！ 】 

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』販売事業が、9 月 1 日(木)

から開始されます。今回は、販売冊数 16,000 冊・販売金

額8,000万円にプレミアム20％分1,600万円を加えた発

行総額 9,600 万円（前年比 600 万円増）で実施されるも

ので、実行委員会では町とも協議し、これまでの抽選会は実

施せず、その経費を商品券プレミアム分に振替えていただき

行うことになりました。 

今回の販売期間は 9月 1日から 11月 30日の 3ヶ月間

で、使用期間は来年 2 月 28 日までとなります。1 世帯当

たり販売限度額は 6 万円（12 冊迄）とし、購入回数は 3

回まで分割購入することができるよう改められました。 

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 8 月 12日午後 6時から行

いますので、出席いただきますようお願いいたします。 

 

       4商工会広域連携協議会役職員交流会 

     【少数精鋭の参加で  団体準優勝】 

4商工会連携協議会が毎年実施している、役職員 PG交流

会が 7月 20日（水）剣淵町ふれあいパークゴルフ場で開

催されました。 

本会からは浜田会長ら 4名が参 

加し、4商工会でスコアを競い合い 

ました。大会は、18ホールストロ 

ークプレーで、チームの上位 3名 

のスコアの合計で競われ、その結果、本会は団体戦準優勝を

飾り、個人の部でも坂本監事が優勝され、見事 2連覇を果

たしました。競技終了後はジンギスカンを囲み交流を深めて

いました。参加された皆さん大変ご苦労様でした。 

 

 【 広域連携協議会総会開催される 】 

４商工会広域連携協議会の 28 年度総会が 6 月 30 日、

産業会館大会議室で開催されました。総会には道商工会連合

会道北支所から高橋支所長のご臨席をいただき、広域連携協

議会の 4商工会の正副会長らが出席し開催されました。 

当日は、総会に先立ち広域連携協議会会長会議が開催さ

れ、引き続き行われた総会では、提出議案がすべて 

承認され、今後 1年間、北のうまいもの市など、各 

種広域連携事業を実施していくことになりました。 

 

 

昨年の盆踊りより 

 

 

 
 

 

  

 


