
 

  

平成 30 年 6 月 １日    第 448 号 

【平成 30 年度 通常総会終了】 

平成 30 年度和寒町商工会通常総会が 5 月 17 日

（木）午後４時から産業会館で開催されました。 

当日は本人出席 47 名、委任状出席 42 名で、合計

89 名（出席率 69.5％）の出席をいただきました。 

総会は眞鍋修詩副

会長の司会進行に

より進められ、開会

宣言の後、この１年

間の会員・家族の物 

故者に対して黙祷

を捧げ総会に入り 

ました。冒頭、浜田義昭会長の挨拶に引き続き、ご来

賓の奥山町長、塚崎町議会議長のお二人からご祝辞を

いただきました。その後、出席をいただいたご来賓の

皆様をご紹介し、渡邊裕治総務企画委員長から祝文の

披露があり議長の選出に入りました。 

本年度は工業部会から山田幸 

夫氏が選出され早速議事に入り 

ました。今総会に上程された議 

案は、第１号議案から第 5 号議 

案までの 5 件で、いずれも原案 

の通り承認をいただきました。 

都合で欠席の会員事業所の皆様には、事前にお届け

いたしました「総会議案書」をご覧いただき、今後と

も本会運営に特段のご協力をお願いいたします。 

【通常総会・浜田会長挨拶 要旨】 

平成 30 年度 和寒町商工会通常総会の開催にあた

り、平素本会運営に特段のご理解とご協力を賜ってお

りますことの御礼を含め、一言ご挨拶を申し上げま

す。さて、本会の昨年度事業につきましては、会員各

位の積極的な事業参加とご協力をいただき、ほぼ計画

どおり終了出来ました事に感謝とお礼を申し上げる

次第でございます。特に平成 27 度に策定した「経営

発達支援計画」に基づき展開している「伴走型小規模 

 

 

  

事業者支援推進事業」は、首都圏などで行われた３つの

「展示商談会」に参加するとともに講師をお招きしての

「創業塾」等を実施し、会員事業所の「持続的発展」を

目途に実施したところであります。さらに、道の「むら

おこし総合活性化事業」を活用し、超高齢社会における

「必要とされる」「期待される」商店・商店街の姿を構

築するため、６ヵ月間の「楽しくお買物 楽・楽タクシ

ー」の試験運行や「街ゼミ」・「認知症サポーター養成講

座」などに取り組み、安全・安心の商店・商店街づくり

に一歩踏み出した処であります。 

新年度事業では、四年目を迎えた「伴走型小規模事業

者支援推進事業」は事業費として三百八十万円を計上

し、創業・第二創業や販路開拓支援等に取り組み 会員

による意欲ある取組みの支援に努め、支援計画に盛り込

まれている経営発達支援事業が実行できるよう万全を

期してまいります。また、街中の賑わいと買い物弱者対

策として「“楽しくお買物”楽・楽タクシー」の本格運

行に向けて検討するとともに、「街中待合所の店」や「認

知症サポーターの店」を配置した安全・安心の商店・商

店街を目指しますので、会員お一人お一人の積極的な関

わりを期待しているところであり、この事をとおして

「必要とされる」「期待される」商店街・商工会を明確

にしていきたいと考えております。 

年々厳しさを増す経済環境にあって、本会が置かれた

経済環境を十分に認識し、本来の業務に加え、さまざま

な分野にも積極的に取組み、役職員一丸となって、本町

商工業の発展に邁進してまいりますので、引き続きご理

解とご協力を賜りますよう心からお願い申し上げ、ご挨

拶といたします。 

【任期満了による役員改選の結果について】 

任期満了に伴う役員改選は、指名推薦により選考する

として、設けられた選考委員会から被指名人が報告さ

れ、満場一致で全員が承認されましたのでお知らせいた

します。（敬称略） 

 ◎会長  浜田義昭(再) 

◎副会長 眞鍋修詩(再)  合田菊夫(新) 

◎理事  渡邊裕治(再)  酒向 勤(再) 

     水口光春(再)  西田陽司(再)    

今田弘二(再)  下司和也(新) 

武田弘司(新)   佐藤伸二(新) 

川西健吾(再)  石上厚子(再) 

◎監事  坂本廣志(再)  福塚幹雄(新) 

  

【 第 2 回 理事会 開催される 】 

平成 30年度第 2回理事会が 5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 会費の免除について     

入院加療中の会員からお店を休業しているため、会費

の免除申請があり、承認されました。 

     

 

  

 

 

  

 

 

 

 

【和中へカラーペンセットを寄贈】 

 青年部は 5 月 24 日、和寒中学校を訪問し、全生徒に

フリクシュンカラーペンセットを寄贈しました。これは

1 月 28 日に開催された『大 

新年会』で造成した寄附金を 

活用したもので、川西部長と 

武山副部長が校長と生徒会本 

部の３年生４人の代表に手渡 

ししました。生徒からは「勉 

強に使わせていただきます」 

と感謝の気持ちを伝えていました。 

 

【クールビズ実施のお知らせ】 

 例年取り組んでいます、夏季の服装の軽量化『クー

ルビズ』を今年も下記により取り組みますので、ご理

解とご協力をお願いいたします。 

・実施期間：6 月 1 日(金)～9 月 28 日(金) 

・実施概要：軽装による勤務、会議の出席などです。 

 

【 5 月 の 動 き 】 

５月 ７日 上川管内商工会長会議      旭川 

       平成 30 年度工業部会通常総会 

８日 平成 30 年度商業部会総会 

９日 商工会役員推せん委員会            

１０日 夜桜まつりぼんぼり設営作業 

１１日 第 33 回三笠山夜桜まつり 

１４日 夜桜まつりぼんぼり撤去作業 

１５日 活活商品券実行委員会・事務局会議 

１６日 女性部 3 役会議 

１７日 第 2 回理事会 

平成 30 年度商工会通常総会 

１８日 活活商品券販売事業要望書提出 

    ふるさと交流委員会事務局会議 

２１日 上川管内商工会連合会通常総会  旭川 

２２日 商組理事会 

２３日  テラスミーティング会議 

     士別地区暴追協役員会・総会    士別 

女性部役員会 

２４日 士別地域通年雇用対策協議会総会 士別 

２５日 北海道商工会連合会総会     札幌 

   ２９日 青色申告会役員会 

   ３０日 共済事業事務担当者会議     旭川 

青年部北部ブロック総会      美深 

       全日本玉入れ協会総会 

   ３１日 平成 30 年度商組総会 

       総合計画審議会 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項１．会員代表者の変更について（敬称略） 

提出日 事業所名称 変更前氏名 変更後氏名 

5 月 8 日 士別運送(株) 今井  実 西本  護 

報告事項２．通常総会役割分担について          

報告事項３．30 年度活活商品券販売事業要望書の提出

について   

報告事項 4．第 33 回三笠山夜桜まつりの開催について  

報告事項 5．行政機関各委員会委員の推薦について 

和寒町公民館運営審議会委員兼社会教育

委員＝川西健吾理事を推薦 

報告事項 6．クールビズの実施について 

報告事項 7．関係する各事業の推進状況 

報告事項 8．部会報告について 

 

  

【第 33 回 三笠山夜桜まつり開催】 

５月 11 日開催された第 33 回「わっさむ三笠山夜桜

まつり」は、桜咲く日和のもと、町内外から多くのご来

場をいただき盛会裏に終了いたしました。 

午後 6 時から地元バンド

｢根繋ぎ｣の皆さんによるラ

イブで盛上った会場は、花

火を合図に開会式が執り行

われ、夜桜まつり実行委員

会委員長である渡邊裕治観

光協会会長の挨拶に引き続 

き鏡開きが行われると、鮮やかな桜色のイルミネーショ

ン 4,000 球が点灯され、華やかさを増した会場ではジ

ンギスカンに舌鼓を打ち、ステージでは「飛び入りカラ

オケ」、「JUN 桜のステージ」、「キューバダンスショー」 

で大いに盛り上り、祭りの最 

後は抽選会を行ないました。 

ご協力いただきました、多く 

の皆様の献身的なご協力に感 

謝とお礼を申し上げます。 

 

 

    

【フラワーロードの植込み作業について】 

今年で 15 年目を迎え 

るフラワーロードボラン 

ティアクラブの女性部と 

共同作業となる今年の花 

苗の植込み・設置作業を 

6 月 9 日（土）朝 7 時 

から産業会館で実施することになりました。会員の皆

様には、ご協力をお願いいたします。 

 

※ 商工会費(4～6 月)の口座引き落としは、6 月 26 です。 
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