
 

  

令和元年 8 月 １日    第 462 号 

【 第４回 理事会 開催される 】 

令和元年度第４回理事会が７月 18 日（金）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 会員の加入について 

次の事業者より加入の申し出があり、８月 1 日付での

加入が承認されました。 

・事業所名 

旅人宿ゆきのおと     和 田 智 巳 様 

   ㈱Ｈ＆Ｍ   代表取締役 近 藤 俊 人 様 

◎議案第２号 伴走型小規模事業者支援推進事業の実施

について 

今年度の事業計画について、承認をいただきました。 

伴走型小規模事業者支援推進事業の主な内容 

１．事業計画策定支援 

・ＩＴ講習会、やる気アップセミナー、創業塾：7 月～ 

３回開催 

・事業計画策定販売戦略個別相談会 10 回開催、ＩＴ個

別相談会開催、事業継続計画策定支援 

２．事業計画策定後の実施支援 

・経理ステップアップ、商標登録支援 

３．新たな需要の開拓に寄与する事業 

・北のうまいもの市：剣淵町で９月に開催 

・ビジネスエキスポに出店：11月７日～８日  

アクセスサッポロで開催 

・メディアミーティング（北海道ブロック記者発表会）に 

出展：11 月 21 日 東京都 

・デリカテッセントレード 2020 に出展：Ｒ２年 2 月

12 日～14日 千葉県幕張メッセで開催 

4．職員の資質向上の為のセミナー受講及びスキル共有事

業（各種担当者会議の参加等） 

◎議案第３号 街中・里帰りイベント≪大通りにぎわい

祭り 2019≫の実施について 

 

 

 

 第 3 回理事会において承認された、街中・里帰りイベ 

ント≪大通りにぎわい祭り2019≫の実施内容について、 

承認をいただきました。 

◎議案第４号 商工会活性化事業≪“楽しくお買い物“楽

楽タクシー≫運行事業について 

 今年度の≪“楽しくお買い物“楽楽タクシー≫運行事業 

の実施について、承認をいただきました。 

報告事項１ 会員代表者の変更について 

提 出 日 事業所名称 変更前氏名 変更後氏名 

７月５日 旭実興業株式会社 
代表取締役 

青名畑清二 
代表取締役 

橘井真理子 

報告事項２ 関係する各事業の推進経緯について 

報告事項３ 部会報告について 

 

【 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元年度総会が 7 月３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

副会長である和寒町商工会

の浜田会長の挨拶の後、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。 

 

大通りにぎわい祭り 2019を開催！ 

【8 月 10 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

一昨年から開催しています。 

今年は 8 月 10 日（土）午後 

５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   

れぞれのお立場でご協力いた    昨年の仮装盆踊り 

だきますようお願いいたします。 

 

令和元年度 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令和元年度中元大
売出しが、7 月 19日（金）から８月 24 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 

 
 

 

  

 

 

 

 

【 ７ 月 の 動 き 】 

７月 １日 小規模事業者支援施策意見交換会 旭川 

   ２日 工業部会幹事会 

   ３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 

   ４日 マル経協議会、夏まつり出店者説明会 

   ５日 女性部三役会議､商組･商業部会合同会議 

   ６日 法人会研修会           札幌 

８日 上川管内女性部長会議・研修会   旭川 

   北のうまいもの市事務局会議    剣淵 

   青年部員会議     

９日 融資審査委員会 

    大通りにぎわい祭り 2019実行委員会 

１１日 女性部役員会 

       広域連携テラスミーティング   朝日 

   １６日 青年部長会議          旭川 

       商業部会幹事会 

   １７日 どんとこい！わっさむ夏まつり実行委員・

事務局会議  

       フードツーリズム推進協議会幹事会 

   １８日 4団体交流会事務局会議 

       第 3 回総務企画委員会、第 4回理事会      

   １９日 士別地区暴追協事務局会議    士別 

       女性部三役会議、女性部もちつき 

中元大売出し開始 

   ２２日 青年部員会議   

２３日 名寄地区労働保険事務組合総会  名寄 

     ２４日 １市３町着地型観光推進会議   士別 

       上川管内商工連臨時総会･会長会議 旭川 

   ２５日 食品衛生講習会         士別  

   ２８日 第 1７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 伴走型小規模事業担当者会議   札幌    

   ３１日 朝日・剣渕・幌加内町・和寒町広域連携協議

会交流会 

   

～食品事業者の皆様へ～ 

食品表示法の施行により、加工食品への栄養成分表示が

2015 年に義務化され、2020 年 3 月末に猶予期間終了

します。また、「食品表示基準」の改正による新たな原料原

産地表示は、2022 年 3 月末に猶予期間が終了します。

こうした食品表示をめぐる最近の課題についてセミナー

を開催します。 

〇旭川会場：9月 11 日(水)13:30～16:00 

      アートホテル旭川【定員 100名】 

お問合せ：北海道環境衛生部くらし安全局消費者安全課表

示・取引適正化グループ ☎011-204-5216 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

絶好の天気のもと今年も大盛況!  

【第 17 回どんとこい！わっさむ夏まつり】 

「第 17 回どんとこい！わっさむ夏まつり」が 7 月 28 日

(日)、三笠山ふれあいのもりを 

会場に開催されました。町内や 

近隣市町、旭川・札幌方面から 

も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。さらに、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

しんでいました。一方、食の

ブースでも沢山のお客様が

冷たい飲物や焼き鳥・そば・ 

カレーライスなどを買い求め、完売となるお店もあって嬉

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。 

 

元年度 わっさむ活活商品券販売事業 

【 今年度は 10 月 1 日から開始！ 】 

商工会だより 7月号でもお知らせしましたが、20%のプ

レミアム付き『わっさむ活活商品券』販売（利用）は、昨年

より 1か月遅い 10 月 1日から始まります。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

れるものと国の消費税増税対策の一環として「低所得者世

帯及び子育て（3 歳未満）世帯」を対象に実施される販売冊

数 4,050 冊・発行総額 2,025 万円（プレミア率 25％）

を合わせたものとなります。今年度は 2 種類の商品券が発

行されますことから、 

後日、商品券取扱事業 

所を対象に説明会を開 

催（日程未定）します 

ので、ご出席ください 

ますようお願いします。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


