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平成 29 年 ５月 １日 第 425 号 

【29 年度 商工会通常総会日程 決定！】 

◇ ５月 18日（木) 午後４時 

◇ 産業会館 ２階 大会議室 

 平成 29 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。 

総会は会員の皆さまのご意見やご要望を反映する、最高

の議決会議です。 

皆様には時節柄ご多忙のことと思いますが、多数のご出

席をよろしくお願いいたします。 

 

  今年度もよろしくお願いいたします。 

  【第１回 理事会 開催される】 

平成 29年度第１回理事会が、４月 17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 29 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 平成 28年度収支更生予算について 

平成28年度の最終の剰余見込額を反映した平成28年 

度収支更生予算について承認をいただきました。     

◎議案第 3号 青年部、女性部役員の改選について 

任期満了に伴う青年部、女性部の役員改選が各総会にお

いて行われたので、定款第 44条第２項及び第４９条の規

定により承認をいただきました。 

新役員は次の方々です（敬称略） 

○青年部 部長 ：川西健吾 ○女性部 部長：石上厚子 

副部長：藤田 仁     副部長：眞鍋友子 

同 ：武山 誠      同：小野田久美子 

            

 

◎議案第 4号 平成 29年度通常総会の提出議案について 

平成 29 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 28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 29年度事業計画・収支予算(案)の承認について 

・平成 29年度一時借入金の限度額承認について 

・平成 29年度収支更生予算の理事会一任について 

・役員の補充選任について 

報告事項 1 28年度監事監査実施について 

報告事項 2 第 32回三笠山夜桜まつりについて 

報告事項 3 公住整備に係る回答書提出について  

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 

 

新部長に石上厚子さんが就任 

【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 47名（内委任状 16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祝辞をいただき議

事に入りました。その結果、提出された 28 年度事業

報告及び収支決算報告、29 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、任期満了にとも

なう役員改選では、石上厚子さんが新部長に選出されま

した。旧役員の皆様大変ご苦労様でした。新役員におか

れまして新部長のもと、女性パワ－をいかんなく発揮さ

れ、ご活躍されることを期待いたします。 

新部長に川西健吾さんが就任 

【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 14 名（内委任状 5 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

28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、任期満了に伴

う役員選任では白圡部長が退き新部長に川西健吾さんが

選任されました。白圡部長を始め旧役員の皆様大変ご苦

労様でした。新役員の皆様にはこれから２年間、若い力

でご活躍されることを期待いたします。 

【観光協会通常総会 26 日に終了】 

 平成 29 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 25名）の出 

席があり、冒頭渡邊裕 

治会長より挨拶があり、 

引き続き来賓の奥山盛 

町長並びに塚崎正町議 

会議長、浜田義昭商工会長、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、議長に酒向勤さんを選出し

議事に入りました。総会では予定された議案 3件につい

て慎重審議をいただき提案の通りに承認され、最後に三

笠山夜桜まつりの開催要領の説明を受け閉会しました。 

  【第 32 回 三笠山夜桜まつり 】 

 ☆☆ ５月 12日(金) 午後６時 0０分開場 ☆☆ 

『第 32回三笠山夜桜まつり』が 5月 12日（金）三

笠山ふれあいのもりを会場に、午後 6時 30分からおこ

なわれます（午後 6 時開場）。今年も「桜前線」は順調

に北上しており、旭川地方の開花予想は 5月 4日と発表

されており、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地元バン

ドの「根繋ぎ」さんと和寒が心の故郷というシンガーソ

ングライターの「JUN」さんに出演をお願いしています。

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円にて販売していますので、    

皆さんお揃いでお花 

見を楽しんでいただ

きますようご案内申

しあげます。 

 

 

 

 

 

≪ 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 11 日(木)午後１時～現地集合 

◎会場設営   5 月 12 日(金)午後 2 時～現地集合 

◎ぼんぼり撤去 5 月 15 日(月)午前９時～現地集合 

    

【 4 月 の 動 き 】 

4月 3日 辞令交付 

5日 第 32回三笠山夜桜まつり実行委員会  

6日 女性部新旧三役会議 

7日 青年部会議 

8日 建和会総会 

10日 青年部監査            

11日 観光協会監事監査 

小規模事業補助金実績報告審査   旭川 

12日 商工会通期監事監査 工業部会幹事会 

13日 女性部総会 

14日 青年部総会 

17日 第 1回総務企画委員会 

    第 1回理事会 職員歓送迎会 

  18日 管内青年部北部ブロック総会    名寄 

19日 女性部三役会議 

21日 三和高校入学式 

24日 夜桜チケット販売町外事業所訪問 

工業部会通常総会 商業部会幹事会 

管内青色申告会連合会役員会    名寄 

25日 青色申告会役員会 

26日 第 1回観光協会役員会 

平成 29年度観光協会通常総会 

27日 商組役員会 法人会役員会 

28日 管内青年部総会 管内女性部総会  旭川 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の夜桜まつりより 

 

 

 

◎ お知らせ ◎ 

《小規模事業者持続化補助金の公募について》 

 現在、道商工会連合会では下記の要領により小規模事

業者持続化補助金の申請を受付けています。 

 ・募集期間： ～5 月 31 日（水曜日）まで 

 ・事業期間：交付決定(7 月予定)～12 月 31 日 

 ・補助上限額：50 万円 

 募集要領等は商工会にご相談ください。 

 

 

 

 


