◎議案第３号

令和２年度和寒町褒章対象者の推薦につい
て

8 月 17 日開催された労務福祉厚生委員会において、令
和２年度優良商工従業員として、次の方の推薦決定があり

今年度のプレミアム商品券は、例年の「わっさむ活活商品

ましたので、本会として推薦することについて、承認をいた

券」に替えて、今年 2 月から流行している新型コロナウイ

だきました。

ルスによる町内消費落ち込みの早期回復と地域経済の活性

・氏 名

半 澤

登 氏

化を町民みんなで取り組むことを目的として「和寒町新型

・勤務先

北日本床土株式会社

コロナ対策和寒元気！プレミアム応援券」として実施する

・報告事項１ 和寒町新型コロナ対策 和寒元気！プレミア
ム応援券販売事業について

令和２年 ９月 １日

第 475 号

・報告事項２ 商工会員・家族・従業員親睦スポーツ大会開
催中止について

【 第４回 理事会 開催される 】
令和２年度第４回理事会が８月 19 日（水）開催され

令和２年度 和寒町新型コロナ対策
和寒元気！プレミアム応援券
【 ９月 28 日より販売開始！ 】

商工会・商業振興協同組合による令和２年度中元大売出
し（7 月 20 日から８月 25 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

ら 40％率に、発行数も 16,000 冊（9,600 万円）から

た方々は大特賞「商組商品券

20,000 冊（1 億 4,000 万円）にアップしています。応援
券の販売は 9 月 28 日か

抽選会の様子

10 万円」から３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。

らで、使用期間は 10 月
１日から来年２月 28 日

・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 各部会報告について

までです。詳しい内容に
つきましては、別紙でお

ました。その結果を次のとおりご報告いたします。

知らせのとおり、応援券販売に係る事業所説明会（９月 17

◎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、９月 1 日付での
加入が承認されました。
・事業所名
一般財団法人 和寒町スポーツ協会
会長 今 田 弘 二 様

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【和寒
町内商店・商店街でお買い物をされる方の「交通手段の

【大特賞：商組商品券 10 万円】

こととなりました。内容は、プレミアム率が例年の 20％か

・報告事項３ 第８回北のうまいもの市開催中止について

楽しくお買物”楽・楽タクシー運行
【9 月１日よりスタート】

◇令和２年度 夏の中元大売出抽選会実施◇

元気！スタンプラリー】を実施します。特賞の現金 5 千円

確保」を目指した、
《“楽しくお買物”楽･楽タクシー》の

のつかみどりのほか、多数の賞品を用意しています。詳細

◎議案第２号 令和２年度収支更生予算（案）について
令和２年度収支予算について、現状の執行状況と決算

運行が 9 月１日よりスタートします。主な事業概要は次の

は、後日チラシを配付しますので、ご覧ください。

見込みにより更生した 更生予算（案）について承認をい

み」をご確認いただき、積極的な PR と事業の活用にご協

ただきました。

力をお願いいたします。

【 商工会会員･家族､従業員親睦ｽﾎﾟｰﾂ大会中止】
毎年、９月に開催しており
ました会員・家族、従業員親
睦スポ－ツ大会は、労務福祉
厚生委員会で協議した結果、
新型コロナウイルス感染の収
束が見通せないため、中止としましたので、お知らせいた
します。

とおりとなっております。会員の皆様には今一度「しく

・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２年 9 月１日
～令和３年 2 月 27 日まで

【わっさむの夜空に大輪の花】
悪疫退散・終息祈願打上花火大会
新型コロナウイルス感染症の終息の祈願と落ち込んだ町
民の元気取り戻すため、青年部が主催した「悪疫退散・終
息祈願打上花火大会」が、8 月 15 日（土）午後 8 時から
中学校グラウンドで開催されました。
新型コロナウイルスの感染防止の

・運行時間：午前 9 時～午後 6 時まで

ため、町民の方々には密集・密接に

・受付時間：平日の午前 8 時～午後 5 時まで

ならないよう、ご自宅付近や車の中

なお、楽･楽タクシーご利用のお客様のために設置

からの観覧にご協力をいただき、ま

する「楽・楽休憩所」を、昨年同様次の皆様のご協

た、フェイスブックでも生中継され、

力を頂くことになりましたのでお知らせいたします。

夜空に打ち上がった約 300 発の花火

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

で、新型コロナ
ウイルスの流行
が収束に向かっ
ていきますよう祈願しています。

【

８

月 の 動 き

】

８月 ３日 税務相談対応力向上研修会 ～６日 旭川
４日 広域連携テラスミーティング
剣淵
７日 青年部員会議
１７日 和寒町新型コロナ対策 和寒元気！プレミア
ム応援券実行委員会
労務福祉厚生委員会
１９日 第 4 回総務企画委員会、第 4 回理事会
２４日 管内商工会長会議
旭川
２５日 和寒神社例大祭
２６日 中元大売出し抽選会 ～２７日
２７日 全道商工会監事研修会
管内女性連 50 周年記念事業委員会 旭川
２８日 工業部会幹事会

