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楽しくお買物”楽・楽タクシー運行 

【9 月２日よりスタート】 

町内商店・商店街でお買い物をされる方の「交通手段

の確保」を目指した、《“楽しくお買物”楽･楽タクシ

ー》の運行が 9月 2日よりスタートします。主な事業

概要は次のとおりとなっております。会員の皆様には今

一度「しくみ」をご確認いただき、積極的な PRと事業

の活用にご協力をお願いいたします。 

・対象者：和寒町内にお住いの皆様 

・利用者登録：利用する方はあらかじめ本人 

登録をします 

・利用運賃：初乗運賃区間が 200円で乗車できます 

・利用券：1 枚 200 円の利用券を 1 組 1,000円(5枚

綴り)で購入できます（窓口は商工会となりま

す） 

・運行期間：令和元年 9月２日 

～令和２年 2 月 29 日まで 

・運行時間：午前 9時～午後 6時まで 

・受付時間：平日の午前 8 時～午後 5時まで 

   なお、楽･楽タクシーご利用のお客様のために設置 

する「楽・楽休憩所」を、昨年同様次の皆様のご協 

力を頂くことになりましたのでお知らせいたします。 

アートヘアーやんちゃぼうず 石上商店 クリーニング
しらと (有)小林金物店 (有)酒向自動車工業 (株)士別
ハイヤー ズィールヘアー セブンイレブン和寒町店 千 
松 (株)武田時計電器商会 (株)浜田組 (有)藤田造花店 
北星信用金庫 ホクレンショップわっさむ店 (有)細野
商店 (株)丸〆商会 (有)わたなべ呉服店 (有)和寒自動
車工業 和寒郵便局 和寒町商工会 

 

街中・里帰りイベント 

【大通りにぎわい祭り 2019 開催】 

一昨年から開催している街中・里帰りイベント≪大通り

にぎわい祭り 2019≫が 8 月 10日（土）に大通り特設会

場で行われました。 

にぎわい祭りは、夏休みやお盆 

に帰省するご家族やゆかりの方た 

ちと夏の一夜を楽しんでいただき 

大通りの賑わいを呼び戻す目的で 

行なわれ、この日、縁日・露店が 

並び、｢子ども盆踊り｣には、浴衣 

を着た多くの子どもや親御さんなどのご参加をいただき、 

また、「大人仮装盆踊り」には３団体と個人 4名の参加があ

りました。盆踊り後は、フロム

シャイによるステージショー

で盛上り、大通りは多くの

方々のご来場により大いに賑

わいを見せていました。この

祭りに協賛をいただきました

皆様、そしてご協力いただき 

ました会員の皆様に厚くお礼申し上げます。                 

                    

 

 

 

 

 

【わっさむの夜空に大輪の花】 

令和記念 SUMMER DREAM OF INPULSE 

花  火  大  会 

 大通りにぎわい祭り 2019 協賛 青年部が主催した花火

大会が同日午後 8 時 20分から 

中学校グラウンドで開催しまし 

た。本町で行われる花火大会は 

10 数年ぶりとあって打上会場 

付近には多くの町民が見物に訪 

れ、夜空に打ち上がる約 300 

発の花火に歓声を上げていまし 

た。この花火大会に対し寄付し 

ていただいた事業所・個人の皆 

様に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

◇令和元年度 夏の連合大売出抽選会実施◇ 

 【大特賞：商組商品券 10 万円】 

 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（7月 19日から８月 24 日まで）の期間中に現金でお  

             買い物をしたお客様を対象と        

             した抽選会が 8月 26 日と         

                          27 日の 2日間、産業会館玄  

                          関前で実施され、抽選に訪れ     

                          た方々は大特賞「商組商品券        

                         10 万円」から４等「商組商

品券 500円」までの抽選結果に一喜一憂していました。 

 

◆ 商工会会員･家族､従業員親睦ｽﾎﾟｰﾂ大会開催 

会員・家族、従業員親睦スポ 

－ツ大会が、9月 22 日（日） 

午後２時 45分から総合運動公 

園パークゴルフ場で開催されま 

す。参加申込は、別途同封の案 

内文書をご覧いただき、多くの皆様の参加をお願いいたし

ます。 

 

【 ８ 月 の 動 き 】 

８月 ５日 労働保険事務組合監査 

   ７日 商工会青年部北部ブロック協議会 剣淵 

   ９日 大通りにぎわい祭り 2019実行委員会 

１０日 大通りにぎわい祭り 2019、花火大会 

１7 日 ＪＲ風っこそうや号運行～9 月８日 

１９日 経営発達支援計画研修会     札幌 

２３日 キャッシュレス説明会     

２４日 ＦＲＶ作業日 

２５日 和寒神社例大祭御神輿参拝 

    青年部家族親睦会 

２６日 商組中元大売出し抽選会～27 日 

２７日 テラスミーティング       剣淵 

    青年部露店跡清掃奉仕活動 

       全道商工会監事研修会       札幌 

   ２９日 4団体議員・役職員親睦交流会 

   ３０日 労務福祉厚生委員会 

 

     

 

 

 

ＪＲ風っこそうや号運行 

【来訪乗客に女性部がおもてなし】 

 ８月 17 日から９月８日までの土・日・祝日に運行される

ＪＲ観光列車「風っこそうや号」の停車駅「和寒駅」で、女

性部が取り組んでいるおもてなし事業の一環として、8 月

17 日（土）午前 8 時 25 分から、駅に降り立った乗客に

「爪楊枝小袋」を配付して歓迎しました。この後、乗客は交

流施設ひだまりに向かい、玉入れ体験やお土産などを購入

していました。 

 

 

 

   令和元年度 わっさむ活活商品券 

【 10 月１日より販売開始！ 】 

商工会だより８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

れます。また、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プレ

ミアム商品券は、販売冊数 4,050 冊・発行総額 2,025 万

円（プレミア率 25％：販売 9 月 2 日から、使用は 10 月

1 日から）を合わせたも 

のとなります。 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（９月 18 日午後 6 時から）を開催しますので、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、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 10 万円相当の旅行

券（有効期限令和２年 5月 31 日）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。 

 

広域連携『北のうまいもの市』開催のお知らせ 

４商工会広域連携協議会と士別商工会議所が連携して 

実施する「第７回北のうまいもの市」が、9月１５日(日) 

道の駅「絵本の里けんぶち」で開催され、各地域の特産 

物やこだわりの味が提供されます。皆様には会場に足を 

お運びいただき、交流を深めていただきますようご案内 

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

大人仮装盆踊り(商工会女性部) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ステージショー 

縁日・露店 

 

子ども盆踊り 

 

 

 

  

抽選会の様子 


