
 

  

令和元年 12月 １日    第 466号 

【 第７回 理事会 開催される 】 

令和元年度第７回理事会が 11月 19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 令和元年度わっさむ活活商品券販売事業 2

次販売について 

今年 10月１日より開始した「令和元年度わっさむ活活商

品券販売事業」の販売期間が 11 月 29 日をもって終了す

ることから、その残数分を実施要領に基づき 2 次販売とす

ることについて承認をいただきました。             

◎議案第２号 令和２年度事業要望書について               

令和 2 年度事業計画・事業予算の編成期を迎え、町及び

町議会に対して行う「商工会に対する令和２年度予算につい

ての要望書」について承認をいただきました。 

◎議案第３号 伴走型小規模事業者支援推進事業について   

第 3 回理事会において承認された、伴走型小規模事業者

支援推進事業の事業計画に基づく当面の事業実施ついて承

認をいただきました。 

◎議案第４号 令和元年の豪雨及び台風による被害に係る

義援金について 

本年 8 月の集中豪雨、9 月の台風 15 号、10 月の台風

19号に伴う記録的な豪雨や河川の氾濫等により、関東・東

北地方を中心に多数の中小企業者に甚大な被害を受けた被

災地域に対し、組織を挙げて義援金を募るとして、北海道商

工会連合会により義援金の要請がありましたので、募集内容

に沿って支援することについて、承認をいただきました。 

･報告事項 1 経営発達支援計画の提出について  
･報告事項 2 町表彰式 褒賞の受賞について               
･報告事項 3 第 31 回わっさむ極寒フェスティバルについ

て 
･報告事項 4 関係する各事業の推進経緯について 
･報告事項５ 部会報告について                                        
〇その他   今後の日程について 
･令和元年度上期監事監査 11月 25日（月）午後３時 

        

 

 

 

･第８回理事会 １２月 17日（火）午後 5時 00分   

･商工会表彰式   １月 18日（土）午後 6時 00分 

  

【 工業部会 道内視察研修（泊・石狩）】 

工業部会の道内視察研修が 10月 31日（木）～11月

1日（金）の２日間 18名参加のもと実施されました。 

初日は泊村にある現在運転

停止中の北電泊発電所を視察

し、その安全確保のシステム

について説明を受けました。

2日目は石狩の液化天然ガス

火力発電所を視察し、現在、 

1号機が今年 2月に完成し、57万 KWの発電をしてい

ます。2号機・3号機が 2030年まで完成する説明を受

けて無事帰町しました。 

 

 
伴走型小規模事業者支援推進事業 

【ビジネスＥＸＰＯ、メディアミーティング
に参加】 

伴走型小規模事業者支援推進事業で取組んでいる「新た

な需要の開拓に寄与する事業」の一環で、11月７日・８日  

に札幌のアクセスサッポロで

開催された「第 33 回北海道

技術・ビジネス交流会（ビジネ

ス EXPO）」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、(株)わっさむ

ファクトリー様、アトリエＵ

uM様が、また 11月 21日 

に東京の TKP赤坂駅カンフ 

ァレンスセンターで開催され 

た「北海道ブロック記者発表 

会メディアミーティング」に 

(有)フタバ屋様、(株)わっさ 

むファクトリー様、アトリエ 

ＵuM様が新商品のＰＲ活動 

と販路開拓を行ってきました。 

 

【 青年部 道内視察研修（帯広・池田）】 

青年部の道内視察研修が１１月１６日(土)～１７日(日)

の２日間８名参加のもと実施されました。今回は帯広競馬  

場にて、レース運営の裏側を見

ることができる「バックヤード

ツアー」に参加しました。ばん

えい競馬の消滅の危機からＶ字

回復、十勝の観光名所になるま

での取組にや競馬初心者からフ 

 

 

 

ァミリー層までの取組みの工夫と効果的な集客方法について

学びました。翌日は池田町のワイン城を視察し、農業振興の

一環として発案した「ブドウ栽培」の取組みとワイン造りの

工程について視察し無事帰町しました。 

令和元年度 わっさむ活活商品券 

【 12月 16日より 2次販売開始！ 】 

20%のプレミアムの付いた 

《元年度わっさむ活活商品券》 

の販売が 11月 29日（金）で 

終了しましたが、総販売冊数 

16,000 冊に対して 6,500 冊程度の残が発生する見込みと

なり、2次販売を実施することになりました。販売期間は 12

月 16 日(月)から 20 日(金)までの 5 日間で、1 世帯当たり

の購入限度額は 5 万円（10 冊迄）、購入回数は１回で、無

くなり次第終了となります。使用期間は来年 2月 29日まで

となっております。販売開始に先立ち、12月 5日発行の「広

報わっさむ」に申込書付きのチラシを折込み全戸配布します。

なお、2 次販売に係る協力のお願いを同封しましたので一読

をお願いいたします。 

【令和最初の年末年始連合大売出し】 

今年一年のご愛顧に感謝して、商業振興協同組合及び商工

会商業部会の共催による「令和最初の年末年始 連合大売出

し」が始まります。売り出し期間は 1２月６日（金）から来

年 1月 12日（日）までの 38日間で、期間中お買い上げ金     

額 200 円毎に桃色シール 1 枚を進呈し、シ

ール 80枚で 1回の抽選ができる内容です。

抽選日は 1月 13日と 14日の 2日間で、い 

ずれも午前 10時～午後 4時となっています。 

 

 

令和元年の豪雨及び台風による被害に 
係る義援金の募集 

  本年 8月の集中豪雨、9月の台風 15号、10月の台風
19 号に伴う記録的な豪雨や河川の氾濫等により、関東・
東北地方を中心に多数の中小企業者に甚大な被害を受けた
ことが報告されているところです。 

  道商工連では、組織を挙げて義援金を募ることとし、当

会でも先の理事会で承認を得ましたので、下記により義援

金を募る事となりました。会員の皆様のご協力をお願いい

たします。 

記 

〇義援金受付 12月 16日（月）まで（土･日曜日を除く） 

 ※商工会に設置する募金箱にお入れいただくか、又はご 

連絡をいただければ集金にお伺いします。 

 

 

 

 

 

 

 

【年末年始の商工会業務】 

亥年から子年へ。今年も残すところ 1 月となりました

が、会員の皆様にとってどんな 1年だったでしょうか？    

本会は今年、５年計画の最終年を迎えた伴走型小規模事

業者支援進事業や商店街活性化基本構想に基づく活性化

事業に会員の皆様のご協力をいただき取り組んで参りま

した。来年もこれら事業の成果を踏まえ、会員事業所の発

展に貢献したいと考えております。皆様ご支援・ご協力を

お願い申し上げます。 

★ 皆さま 良いお年をお迎えください ～ 役職員一同 ★ 

商工会の年末年始の業務は 12月 30日（月）仕事納め、

1月６日（月）仕事初めとなります。来年もよろしくお願

いいたします。 

 

【 11 月の 動 き 】 

１１月３日 和寒町表彰式 

   ７日 ビジネスエキスポ～８日      札幌 

   ８日 わっさむ活活商品券実行委員会 

      青年部員会議 

   ９日 北部ブロック商工会職員研修会   風連 

  １３日 全道商工会広域連携実施体制推進会議、４商

工会情報交換会          札幌 

      融資相談日 

  １４日 新嘗祭・大嘗祭・新穀感謝祭 

  １５日 上川管内職員補助員・記帳専任部会研修会 

                       旭川 

  １６日 青年部視察研修 ～１７日     帯広 

  １９日 第６回総務企画委員会 

第７回理事会 

２０日 商工会女性部員経営者育成研修会  札幌 

    商組・商業部会合同会議 

２１日 上川管内青年部員会議       旭川 

 北海道メディアミーティング    東京 

  ２２日 体育協会表彰式 

  ２５日 上期監査 

２６日 第３回観光協会役員会 

    女性部役員会 

    労働保険事務担当者研修会     旭川 

２７日 労務福祉厚生委員会 

工業部会幹事会  

２９日 元年度わっさむ活活商品券１次販売終了 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

札幌 ビジネス EXPO 

東京 北海道ﾒﾃﾞｨｱﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 


