
 

  

令和元年１１月 １日   第 465号 

    

 
【 第６回 理事会 開催される 】 

令和元年度第６回理事会が 10 月 24 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 経営発達支援計画の策定について    

小規模事業者の事業の持続的発展を支援するため、小

規模事業者による事業計画の作成及びその着実な実施、

展示会の開催等による販路開拓の支援を行なう、令和 2

年度から 6年度までの 5ヵ年の経営発達支援計画（案）

について、承認をいただきました。 

☆計画の概要 

 ・実施期間：令和 2年 4月 1日～７年 3月 31日 

 ・事業内容：１．経営発達支援事業 

       ①地域の経済動向調査 ②経営状況の分

析 ③事業計画策定支援 ④事業計画策

定後の実施支援 ⑤需要動向調査 ⑥新

たな需要の開拓に寄与する事業 

       ２．地域経済の活性化に資する取組 

       ①商店等の振興発展・地元企業のビジネ

スマッチング等を支援 ②経営支援・売

上向上 ③販路拡大  

報告事項１ 職員の時間外労働時間・休日労働に関する 

協定（36協定）の届出について 

報告事項２ 令和元年度わっさむ活活商品券販売状況に

ついて 

報告事項３ 第 7回北のうまいもの市開催結果について 

報告事項４ 商工会員・家族・従業員等親睦スポーツ大会

の開催結果について 

報告事項５ フラワーロードボランティア活動について 

報告事項６ 第 20 回わっさむ商店街「かぼちゃランタ

ンまつり」について 

報告事項７ 関係する各事業の推進経緯について 

報告事項８ 部会報告について  

 

 

【FRV・女性部の国道等の花飾りが終了】 

春から国道を行き交う人たちの心を和ませてきた、フラ

ワーロードボランティアクラブと商工会女性部によるプラ

ンターの花飾りが、9月 28日をもって終了しました。今    

年も天候に恵まれ、当日は早朝

にもかかわらず多数の参加をい

ただき、プランターの洗浄や花

台の片づけ作業は無事に終了し

ました。ご協力をいただきまし

た皆様、大変ご苦労さまでした。 

     

 腕によりをかけた見事な作品の数々 

【わっさむかぼちゃランタンコンテスト開催】 

ハロウィーンに花を添える「第 20 回 かぼちゃランタン

コンテスト」が開催され、その審査会が 10 月 11 日 行わ

れました。今回は 18の作品 

が出品され、浜田会長ら 5名 

の審査員が技術性や美術性等 

の視点で審査をしました。い 

ずれの作品もアイデアに富ん 

だ力作≪かぼちゃランタン≫ 

ばかりで、金賞にはズィ―ル 

ヘアの「般若＆蛇」が選ばれ 

ました。参加された皆さん大 

変ありがとうございました。審査の結果、上位入選者は次の

とおりです。（敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出品された全作品は、商工会ホームページでご覧いただけ

ます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 10 月 の 動 き 】 

１０月 １日 わっさむ活活商品券販売開始 

       町表彰審査委員会 

    ３日 上川総合振興局長と商工会長懇話会 

中富良野 

５日 工業部会担い手パークゴルフ大会 

   町民植樹祭 

６日 女性部慰安旅行 

   １０日 女性部三役会議及び芳生苑に捨て布贈呈   

１１日 かぼちゃランタン審査 

１３日 パンプキンフェスティバル 2019 

１５日 フードツーリズム推進協議会作業部会 

１６日 １日公庫    

１７日 全道商工会リーダー等研修会   札幌  

２０日 上川ブロック女性部員研修会   上川 

２２日 天皇陛下御即位奉祝祭 

２３日 上川北部人材開発センター理事会 名寄 

    旭川和寒会総会         旭川 

２４日 総務企画委員会、理事会  

２７日 商業部会視察研修     夕張・栗山 

２８日 中小企業等担当者研修～３０日  旭川    

２９日 マル経運営協議会        旭川 

３１日 工業部会視察研修～11/１  泊・石狩 

     

       ～「税を考える週間」～  

11月 11日(月)～17日(日) 

    国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、 

   税務行政に対する知識と理解を深めていただく 

   ため、1年を通じて租税に関する啓発活動を行 

   なっていますが、毎年 11月 11日から 17日 

   を「税を考える週間」として、集中的に様々な 

   広報広聴施策を実施しています。 

 

【担い手交流親睦パ－クゴルフ大会を開催】 

工業部会主催の「担い手交流親睦パ－クゴルフ大会」が、

１０月５日に総合運動公園パークゴルフ場で開催されまし

た。大会は部会員の親睦と担い手との交流を目的に例年行

われており、今回は商工会役員も参加し、総勢 19名が参加

して、熾烈な優勝争いが繰り広げられました。 

成績は次のとおりです。（敬称略） 

・優勝  坂本廣志 48 打 ・準優勝  西田陽司 54 打  

・1 位 櫻井喜八 55 打 ・２位  合田正幸 56 打  

・3 位 山田淳司 56 打 

 

 
10/13 第 20回 パンプキンフェスティバル 

【秋の恵みを堪能！ かぼちゃランタン彫り大人気！】 

 本町の秋の恵みが集結する「第 20回パンプキンフェス

ティバル」が 10月 13日(日) ふれあいのもりで開催され

ました。当日はイベント日和と 

なり、開会 1時間前には新鮮な 

農産物を求める人が多数訪れる 

など多くの来場者でにぎわい、 

今回も青年部がカボチャランタ 

ンづくりに参加し、川西部長ら 

青年部員が手取り足取りランタン彫りを指導していまし

た。 

【10/27 商業部会 視察研修会を実施】 

秋恒例の商業部会の視察研修が 10月２7日､部員 18 

名の参加のもと実施されました。今年の視察研修は「ピン

チをチャンスに再生を図る地域

事例及びおもてなし」を目的と

して、先進事例である夕張市の

夕張石炭博物館での市の再生に

向けた取り組みや栗山町の小林

酒造(株)の醸造へのこだわりな 

どを研修後、北の錦記念館、栗の樹ファームを視察してき 

ました。 

 

元年度 わっさむ活活商品券販売事業 

【販売期間終了まで 残り 1ヶ月】 

10月１日より開始した令和元年度「わっさむ活活商品

券」の販売が 11月 29日をもって終了いたします。  

販売開始からほぼ１カ月が経過した 10月 31日現在の

販売率は約 47%で、国の消費税対策プレミアム商品券が

別に発行されていることから昨年より減少しております。

販売終了まで残すところ 1ヶ月となりましたが、会員の皆

様には完売に向けたご支援・ご協力をよろしくお願いいた

します。 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

金賞 ●ズィールヘア 
作品名「般若＆蛇」 

 

銀賞 ●士別運送(株) 
作品名「風神雷神」 

 

銀賞 ●Team Elm 
作 品 名 「 恵 水 観 音 ～

Goddess Mercy」 

 
銅 賞     和寒町体育協会／「ヒルクライム東山 500」 

         いこいのオアシス アマリリス／「NHK のチ

コでーす」 

保健福祉センター／「ORENGE WEEK」 

商工会長賞  (株)丸〆商会／「丸〆♡ミッキー＆ミミー」 

観光協会長賞 チーム HOTOZAWA／「OKINAWA」 

実行委員長賞 サンライト／「リーチ イッパツ」 

商業部会長賞 役場職員同交会／「南瓜関係者」 

    

 

 

 

 

 

 

 

伴走型小規模事業者支援推進事業 

○ビジネスエキスポ・メディアミーティングに参加 

 11 月７日・８日に札幌のアクセスサッポロで開催さ

れる「ビジネスエキスポ」に、工業部会のハンドメイド

プロジェクト様、昭和木匠工芸様、アトリエＵｕＭ様が、

11月 21日・22日に東京の「メディアミーティング」

にフタバ屋様とアトリエＵｕＭ様が物販と新規顧客の

開拓を行なってきます。 

 


