
 

  

令和元年 6 月 １日    第 460 号 

【令和元年度 通常総会終了】 

令和元年度和寒町商工会通常総会が 5月 16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 40 名、委任状出席 36 名で、合計

76 名（出席率 61.3％）の出席をいただきました。 

総会は合田菊夫副

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、佐々木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田中誠 

一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６号議 

案までの６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】 

令和元年度  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、概ね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   

 

 

  
れた三つの展示商談会に工業部会ハンドメイドプ
ロジェクトや本会事業所４社が参加し、こだわり
の逸品を PR するとともに、商品づくりや販売方
法などを学びました。  
また、「やる気アップセミナー創業塾」を実施し  

創業・第二創業、販路開拓支援等に積極的に取り
組んだところであります。町並びに町議会のご支
援を賜り実施した 20％のプレミアム付き商品券
「わっさむ活活商品券販売事業」は、念願であっ
た完売を３年連続で達成することができ  町民の
皆様の生活支援と低迷する地域経済にとって大き
な効果があったものと改めてご支援いただきまし
た町・町議会並びにご協力いただいた会員各位に
厚くお礼申し上げる次第であります。  
新年度事業では  平成 27 年度に経営発達支

援計画の認可を受け  小規模事業者の「持続的
発展」を目途に実施している経営発達支援事業
は「伴走型小規模事業者支援推進事業」を活用
し、創業・第二創業、販路開拓支援等に取り組
んでいるところでありますが、今年度最終年と
なることから、次年度以降の事業継続に向けて
新たな支援計画を町とともに策定し、これら事
業をとおして事業承継を含めた新たな担い手の
確保や地域資源を活用した地域経済の活性化に
結実するよう努めてまいります。また、本町の
少子高齢化・人口減少が進む中にあって、中心市
街地のかつての賑わいを取り戻すため  街中に誰
もが集い、憩うことができる街中交流拠点施設の
整備を図るため、前年度設置した「街中交流拠点
施設整備検討委員会」で施設のコンセプトや役割
の検討を進めるとともに、街中の賑わいと買い物
弱者対策として三年目となる「“楽しくお買物”
楽・楽タクシー」の運行や「街中休憩所の店」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。そのために私
たちは  愛される商工会として、社会の一翼を担
う社会貢献事業への取り組みや会員ニーズを的確
に捉え、地域の資源を生かした事業化への取り組
みなどに、組織をあげて取り組んでまいりたいと
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
取り組み、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お願い申し上げ、ご挨拶と
いたします。  

 

【 第 2 回 理事会 開催される 】 

令和元年度第 2 回理事会が 5 月 16 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。 

報告事項１．通常総会役割分担について          

報告事項２．第 34 回三笠山夜桜まつりの実績について  

報告事項３．行政機関各委員会委員の推薦について 

       フードツーリズム推進協議会委員 

          ＝浜田会長を推薦  

 

 

  

 

 

 

 
【青年部 町民大新年会収益を寄贈】 

 青年部は 5 月 27 日、町社会福祉協議会を訪問し、1

月 27 日に開催した「和寒町 

民大新年会」で造成した益金 

を特別養護老人ホーム｢芳生 

苑｣へ寄贈しました。同協議 

会の板橋常務理事は、｢車椅 

子購入の一部に充てさせてい 

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(土)～9 月 30 日(月) 

・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 ８日  令和元年度商業部会総会 

９日 上川北部地域人材開発センター理事会 名寄 

上川管内商工会長会議            旭川 

上川管内青色申告会役員会        旭川             

夜桜まつり会場ぼんぼり設営作業 

女性部三役会議 

10 日 第 34回三笠山夜桜まつり         

13 日 夜桜まつり会場ぼんぼり撤去作業 

青年部員会議 

14 日 1市 3町着地型観光推進協議会総会 士別        

16 日 法人会役員会、第 2 回理事会 

      令和元年度和寒町商工会通常総会 

２０日 フードツーリズム推進協議会 

２１日 ふるさと交流委員会事務局会議 

上川管内商工会連合会通常総会   旭川 

    スマホ決裁講演会         名寄 

２２日 活活商品券実行委員会 

２３日 士別地区暴追協役員会・総会     士別 

ＦＲＶ役員会 

２４日 北海道商工会連合会総会      札幌 

    商組監査及び役員会 

      全日本玉入れ協会総会 

２７日 活活商品券要望書提出   

青年部北部ブロック総会       美深 

      ふるさと交流委員会総会 

  ２９日 令和元年度商組総会 

      広域連携協議会幹事会 

共済事業事務担当者会議      旭川 

  ３０日 士別地域通年雇用促進協会総会    士別 

      商業部会フレンドリー事業打合せ 

  ３１日 青色申告会役員会 

 

       

 

 

 

 

報告事項 4．関係する各事業の進捗状況  

報告事項 5．部会報告について 

 

  

【第 34 回 三笠山夜桜まつり開催】 

５月 10 日開催された第 34 回「わっさむ三笠山夜桜

まつり」は、肌寒い気温でありましたが、桜の花のもと、      

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」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 16 年目を迎える 

フラワーロードボランティ 

アクラブと女性部との共同 

作業となる今年の花苗の植 

込み・設置作業を６月８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 日 

（水）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◎ 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。 

  ・商工会締切：1回目６月 17日（月）、2回目 7月 16日(火) 

・公募期間 ：1 回目 6月 28 日(金)、2回目 7 月 31 日(水) 

・事業期間 ：交付決定～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。 

 

 


