
 

  

平成 30 年 8 月 １日    第 450 号 

【 朝日・剣渕・幌加内町・和寒町商工会広域連携

協議会総会を開催】 

４商工会広域連携協議会の 30年度総会が 7月 4日産

業会館大会議室で、4 商工会の

正副会長らが出席し開催されま

した。総会では、協議会副会長

である剣渕商工会の藤原会長の

挨拶の後、議案の審議が行われ、

今年度の事業計画や予算案な

ど、全ての議案が承認されまし

た。 

◎ 広域連携協議会役職員交流会を開催 ◎ 

4 商工会連携協議会が 

毎年持ち回りで実施して 

いる、役職員交流会が 

7 月 31日(火)に本町の 

総合運動公園パークゴル 

フ場で 27 名の参加によ 

り開催されました。本会 

からは合田副会長ら 6 名 

が参加し、4 商工会でスコアを競い合いました。 

その結果、本会は健闘むなしく団体戦で最下位の 4位、

個人の部でも 11位が最高順位でした。競技終了後は、

三笠山ふれあいのもりで 36 名の参加によりジンギスカ

ンを囲み交流を深めました。 

 

 

  平成 30年度 夏の連合大売出し 

 【例年好評の“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 30 年度

中元大売出しが、7 月 20 日（金）から８月 25日（土）

までの売出し期間で始まりました。期間中、現金で買い

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。 

 

 

大通りにぎわい祭り 2018を開催！ 

【8 月 11 日(土)大通りに集結】 

 空洞化が著しい大通り商店街に、かつての賑わいを再現

しようと、商工会や商業振興協同組合、商業部会、工業部

会及び観光協会が一致結束して実行委員会を組織し、街

中・里帰りイベントとして、夏の一夜を楽しんでいただこ

うと昨年から開催しています。 

今年は 8 月 11 日（土）午後 

4 時から開催する事といたし 

ました。にぎわい祭りの詳細 

は同封のチラシに詳しくあり 

ますので、会員の皆様にはそ   昨年の仮装盆踊り 

れぞれのお立場でご協力いた 

だきますようお願いいたします。 

 

 

 

30年度 わっさむ活活商品券販売事業 

【 活活商品券の販売開始が決定！ 】 

20%のプレミアム付き『わっさむ活活商品券』販売事業

の実施要領が、7 月 18 日に行われた実行委員会で決定し

ました。これは、5 月に町及び町議会に対し提出した実施

要望書に応える形で、6 月の町議会において必要財源の

1,640 万円を予算措置していただき実施するもので、内容

は昨年同様に販売冊数 16,000 冊・発行総額 9,600 万円

で実施されるものです。詳しい内容につきましては、別紙

でお知らせのとおり、商品券販売に係る事業所説明会（8

月 13 日午後 6 時から）で行いますので、出席いただきま

すようお願いいたします。 

また、これに併せて、商業振興協同組合と商工会商業部

会が主催するスペシャル企画としてダブルチャンス【活活

スタンプラリー】を実施します。特賞の東京ディズニーラ

ンド1泊ペアご招待又は現金5千円のつかみどりのどちら

か一方のほか、多数の賞品を用意しています。詳細は、後

日チラシを配付しますので、ご覧ください。 

 

 

全国商工会会員福祉共済加入促進 
 大切な、商工会員の皆様、だからこそ加入できる特別な
制度で、「けが」や「病気」などの補償が受けられます。加
入できる方は、商工会員とその家族、会員の従業員とその
家族などです。 
 詳しくは、商工会までお尋ねください。 

 

 

  

 

 

 

 

【 ７ 月 の 動 き 】 

７月 ２日 商組・商業部会合同会議 

   ４日 朝日・剣渕・幌加内町・和寒町広域連携協

議会会長会議・総会 

   ６日 上川管内青年部長会議      旭川 

どんとこい！わっさむ夏まつり出店者説明

会 

７日 今津ひろし旭日重光章受章祝賀会 旭川 

８日 女性部役員会     

１０日 消費税軽減税率研修会      旭川 

    大通りにぎわい祭り 2018実行委員会 

１１日 融資相談会 

       東北６県女性部研修会～12日   札幌 

   １２日 北海道商工会連合会巡回指導 

   １３日 全道商工会リーダー研修会     札幌 

   １８日 全道商工会補助員研修会～19 日  札幌 

       活活商品券実行委員会 

       どんとこい！わっさむ夏まつり実行委員・

事務局会議        

   １９日 1市 3町着地型観光推進協議会事務局会議 

                      幌加内 

   ２０日 青年部員会議 

       中元大売出し開始 

２１日 法人会全員研修会        札幌  

     ２3 日 女性部夏まつり用もちつき作業 

   ２４日 上川管内商工会長会議      旭川 

   ２８日 ＦＲＶ作業日 

       どんとこい！夏まつり会場設営  

   ２９日 第 16回どんとこい！わっさむ夏まつり  

       開拓先人守護の塔献花式  

   ３０日 北のうまいもの市事務局会議   士別 

   ３１日 朝日・剣渕・幌加内町・和寒町広域連携協

議会交流会 

       北海道まるごとフェア inサンシャインシテ

ィ―出店者説明会        札幌   

     

～食品事業者の皆様へ～ 

食品表示法に基づく食品表示基準が平成 29年 9 月 

１日に改正され、全ての加工食品(輸入品を除く)の重 

量割合上位 1 位の原料について原料原産地の表示が必 

要になります。なお、平成 34 年 3 月 31 日までは経

過措置期間ですが、包材の発注等混乱が生じないよう、 

計画的に表示切替え等を行なってください。 

お問合せ：北海道農政事務所 消費・安全部 表示・企画課 

      ☎011-330-8825 

 

〇訂正とお詫び 7 月号の女性部の研修先の「孤児水原生花園」は 

 「小清水原生花園」の誤りでしたので、訂正してお詫びします。 

 

 

 

 

 

 

厳しい暑さのもと今年も大盛況 !   

【第 16 回どんとこい！わっさむ夏まつり】 

「第 16 回どんとこい！わっさむ夏まつり」が 7 月 29 日

（日）、三笠山ふれあいのもりを 

会場に開催されました。 

気温が今年最高となる 34.2 度 
と厳しい暑さにも関わらず、た 
くさんのお客様にご来場いただ 
き大盛況のもと終了いたしまし 
た。 
夏まつり会場では、開会前か 

らカブトムシ王国に長蛇の列が 
でき、その人気は不動のものとなっています。 

また、ステ－ジでは塩狩太鼓、鳴呼ワットサム、ジュニ

アチアリーディング、フラダンスの演技や毎回人気のジャ

グリングショ－、ジャズ生バンド演奏などが行われ大きな

拍手が送られていました。また、木育体験や似顔絵コーナ

ー、移動動物園、射的、スマートボールなどで家族そろっ

て楽しめたものと思っております。一方、食のブースでも

沢山のお客様が冷たい飲物や新鮮な朝もぎトマト、トウモ

ロコシなどを買い求め、大部分の店が完売となる嬉しい状

況となりました。開催にあたり、会員の皆様を始め多くの

関係者の皆様のご支援・ご協力に厚くお礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6回北のうまいもの市出店者募集 

今年で 6 回目を迎える「北のうまいもの市」が士別市

あすなろ公園を会場に 10 月 13 日開催されますので、

本町の食材などを使用した加工品などを販売する方を募

集しています。出店を希望される方は、8 月 21 日(火)

までに商工会までお知らせください。 

・主催：北のうまいもの市実行委員会 

    「士別商工会議所、４商工会広域連携協議会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       第 5 回北のうまいもの市（幌加内町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


