
 

  

令和 元 年 5 月 １ 日    第 459 号 

【令和元年度 商工会通常総会日程】 

◇ ５月 16 日（木) 午後４時 

◇ 産業会館 ２階 大会議室 

 令和元年度の商工会通常総会の日程が上記のとおり開催

しますので、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 31 年度第１回理事会が、４月 23 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 平成 30年度収支更生予算について 

平成 30年度の最終の剰余見込額を反映した平成 30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２号 会員の脱会について 

坪井木材産業㈲ 坪井 辰男様 （3月 31日脱会） 

この度、坪井木材産業㈲様より、諸般の事情により事業を

廃止されることから脱会となりました。これまで本会の振興

発展にご尽力をいただきました事に心より感謝申し上げま

す。 

◎議案第３号 令和元年度通常総会の提出議案について 
令和元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３０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  
・令和元年度事業計画(案)・収支予算(案)の承認について 
・令和元年度一時借入金の限度額承認について 

 

 

 
・令和元年度収支更生予算の理事会一任について 
・和寒町商工会定款の一部改正について 
・和寒町商工会青年部規約の一部改正について 

 
･報告事項 1 商工会運営資金の一時借入について 
      平成 31 年度当初の本会事業運営に借入金が

必要となるため、300万円を一時借入したこと
を報告しました。   

･報告事項 2 行政機関各委員会等委員の推薦について 
      ・防犯協会委員     ＝西田理事 
      ・交通安全協会委員   ＝水口理事 
      ・国保運営協議会委員  ＝渡邊理事  
      ・土地開発公社理事   ＝眞鍋副会長 
      ・社会福祉協議会理事  ＝眞鍋副会長  

を推薦したことを報告しました。 

･報告事項 3 平成 30年度監事監査の実施について 

･報告事項 4 第 34回三笠山夜桜まつりについて 

･報告事項 5 関係する各事業の推進経緯について 

･報告事項 6 各部会の報告 

 

【女性部 通常総会 11 日に終了】 

商工会女性部の平成 31 年度通常総会が４月 11 日、午

後 6時 30 分から部員 44名（内委任状 11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 

して始まり、石上厚子 

部長の挨拶に引き続き、 

来賓の奥山盛町長、眞 

鍋商工会副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 30年度事業報告及び収支決算報告、

31 年度事業計画(案)及び収支予算(案)、役員改選について

全会一致で承認されました。今後 1年間のご活躍をご期待

いたします。 

              

【青年部  通常総会 19 日に終了】 

 商工会青年部の平成 31 年度通常総会が４月 19 日、午

後 7時から部員 1０名（内委任状４名）の出席のもと執り

行われました。   

総会は川西健吾部長 

の挨拶に引き続き、来 

賓を代表して奥山盛町 

長並びに浜田義昭商工 

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 30年度事業報告及び収支決算報告、31

年度事業計画(案)及び収支予算(案)、青年部規約の一部改

正、予算の更正を役員会に一任することの承認、役員改選

について提案の通りに承認されました。これから 1年間、

若い力を結集してご活躍されることをご期待いたします。 

  

【観光協会通常総会 25 日に終了】 

 平成 31 年度の観光協会通常総会が 4 月 25 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 50名 

（委任状 19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（代理出席 広富副 

町長）並びに塚崎正町議会議長、浜田義昭商工会会長を代表

して広富副町長よりご挨拶をいただき、議長に下司和也さん

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して閉会しました。 

  

【第 34 回 三笠山夜桜まつり 】 

☆☆ ５月 10 日(金) 午後６時 0０分開場 ☆☆ 

『第 34回三笠山夜桜まつり』が 5月 10日（金）三笠山

ふれあいのもりを会場に、午後 6時 30分から行われます。

（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 3 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

テージでは「根繋ぎ」による生バンド演奏、飛び入りカラオ

ケ、「JUN桜の下ファイ 

ナルステージ」が行なわ 

れます。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  9日(木)午後１時～現地集合 

◎会場設営   5 月 10日(金)午後 2 時～現地集合 

◎ぼんぼり撤去 5 月 13日(月)午前９時～現地集合 

 

【 4 月 の 動 き 】 

４月 １日 辞令交付、三役会議 

４日 第 34回三笠山夜桜まつり実行委員会 

５日 工業部会幹事会、青年部員会議  

８日 小規模事業補助金実績報告審査   旭川 

９日 建和会総会            

10日 観光協会監事監査 

町着地型観光推進協議会 

   11日 女性部通常総会 

12日 商工会通期監事監査 

13日 加藤泰平選手後援会解散と慰労会・激励会 

17日 商業部会幹事会  

18日 商組理事会、旭川暴追センター監査 

19日 青年部通常総会、女性部三役会議 

22日 工業部会通常総会 

    夜桜チケット販売町外事業所訪問 

23日 第 1回総務企画委員会、第 1回理事会 

24日 女性部役員会 

    広域連携テラスミーティング 幌加内 

25日 平成 31年度観光協会通常総会 

   26日 管内青年部・女性部通常総会   旭川 

       士別地区暴追協事務局会議    士別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ◎ お知らせ ◎ 

《消費税の軽減税率対応レジ・システム補助金》 

 今年 10 月に迫った消費税軽減税率制度、複数税率に

対応するレジの導入、受発注システムの改修はお済で

すか。未対応の方はぜひ「軽減税率対策補助金」をご活

用ください。 

 〇軽減税率対応レジ導入等支援 

   ・対象者：軽減税率の対象商品の販売を行なってい

る中小の小売事業者等 

   ・補助率：原則３/４ なお、3万円未満のレジ導入の

場合は４/５ 

   ・補助上限：レジ 1台あたり 20万円、券売機 1台あ

たり 20万円 

          なお、商品マスタの設定等が必要な場

合にはプラス 20万円で上限 40万円 

   ・完了期限：2019年 9月 30日まで 

 この他、受発注・請求書管理システムの改修等支援も 

あります。 

 ※お問合せ：和寒町商工会（３２－２３４１）又は独立行

政法人中小企業基盤整備機構が設置す

る軽減税率対策補助金事務局 

          ０１２０－３９８－１１１（通話料無料） 

 

 

昨年の三笠山夜桜まつり 

 

 

   

 

 

 

 

 

https://azukichi.net/season/month/may0006.html

