自己の資質向上に努め、会員の皆さま方と共に一丸となり

を目指し､期間中のご使用を呼び掛けて行きますので、会員

申請書様式は、町及び商工会のホームページからダウンロ

邁進していく決意を述べられました。続いて、和寒町商工

事業所におかれましても、お客さまへの呼びかけにご協力い

ードしていただくか、商工会でもお渡しします。

会 60 周年記念表彰、商工会功労者表彰、優良従業員表彰

ただきますようお願いいたしま

式で、受賞者に栄えある表彰盾（状）が贈呈・伝達され、贈

す。
プレミアム応援券の使用期間

き、受賞者を代表して塚崎前会長から謝辞が述べられまし

は 2 月 28 日(日)をもって終了

た。

しますので、回収した応援券は忘れずに請求されますようご
協力をお願いいたします。なお、2 月の請求日は 25 日
（木）となっており、支払いは 26 日（金）です。また、請

◎和寒町商工会 60 周年記念表彰
・歴代会長表彰

令和 ３年 ２月 １日

【 第７回 理事会

第 480 号

第８代会長

塚崎

正

・永年勤続役員表彰

開催される 】

令和２年度第７回理事会が 1 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 和寒町商工会設立 60 周年記念式典並びに商
工会功労者・優良従業員表彰式について
和寒町商工会設立 60 周年記念式典並びに商工会功労
者・優良従業員表彰式における式次第等について、提案の
とおり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

ﾌｫﾄｽﾀｼﾞｵ＆ｷﾞﾌﾄかわしま

川嶋美智子

川嶋

･報告事項３ 各部会の報告

1 月 ６日 商工会仕事始め、辞令交付
８日 観光のあり方検討委員会
１２日 町総合計画審議会

また、ダブルチャンス「和寒元気！スタンプラリー」も２

１８日 新商品開発個別指導（～１９日）

月 28 日で終了となり、３月 7 日（日）に町民センター町

１９日 第７回理事会

同 １８年

藤田 房雄

民研修室で、特賞「1 万円札のつかみどり」などが当たる抽

２２日 名寄地区指導員連絡協議会

同 １８年

藤村 光司

選会を開催しますので、会員の皆様のご協力をお願いいたし

２４日 和寒町商工会設立 60 周年記念式典並びに

同 １３年

合田 菊夫

ます。

同 １２年

山田 幸夫

同 １１年

眞鍋 修詩

同 １１年

西田 陽司

同 １０年

今田 弘二

同 １０年

坂本 廣志

・永年勤続優良職員表彰 職員歴６年

金田 奈美

２７日 管内商工会長会議

【コロナをぶっ飛ばせ！年末年始
大売出し抽選会開催】
大特賞：商品券 10 万円
令和２年一年間のご愛顧に感謝して、商業振興協同組合（主

旭川

管内商工会連 60 周年記念式典 旭川

小規模事業者持続化補助金
【あなたの販路開拓・事業承継を支援します！】

㈲山田建設

山田 幸夫

管）により昨年 12 月 7 日から今年１月 10 日まで実施した

㈲細野商店

細野八重子

「コロナをぶっ飛ばせ！年末年始大

国の小規模事業者への支援として小規模事業者持続

売出し」の抽選会が１月 11 日と 12

化補助金の制度があります。この補助金は、小規模事

日の２日間、ナカノ金物店跡（南町）

業者と商工会が一体となって経営計画を作成し、販路

で行われ、抽選に訪れた方々は大特

開拓や業務効率化、生産性向上に向けた取組を支援す

賞「商品券 10 万円」
、特賞「商品券

るもので、大変利用しやすい補助金となっております。

◎永年勤続優良従業員表彰
全国商工会連合会長表影

津村 和孝 ㈱近藤組

北海道商工会連合会長表彰

村上

久 北日本床土㈱

年

5 万円」１等「現金千円札つかみどり」から５等の箱ティッ

規模を大幅に縮小して執り行われま

※商工会設立 60 周年記念にあたり、会員皆様へ記念誌と

【和寒町新型コロナウイルス感染症に係る
経営継続特別支援金の申請はお済ですか】

した。

記念品を同封いたしましたので、お受け取りください。

商工だより１月号でもお知らせしておりますが、町では、

60 周年記念表彰受賞者

名寄

和寒町商工会功労者・優良従業員表彰式

公民館恵み野ホールで、新型コロナ
功労者・優良従業員表彰受賞者

式典は、開式の辞の後、志半ばに
して他界されました会員並びに家族

新型コロナウイルス感染症流行により、特に経営に大きな打

に対しての黙祷を捧げ、続いて浜田会長より式辞が述べら

撃を受けている町内の中小企業、個人事業主等の経営の継続

【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】
【2 月 28 日 が応援券の使用期限です！】

に資することを目的として、標記支援金を交付します。12
月下旬にｆａｘ等でお知らせした交付要綱を再度ご確認いた
だき該当する事業者におかれましては、商工会に申請書を

感謝の意を述べられました。また、設立 60 周年を契機と

今年度のプレミアム応援券の使用期限があと１ヵ月に迫っ

提出ください。
（申請が早ければ支援金の交付も早まりま

し、設立時の原点にかえり地域活性化の役割を果たすべく一

てきました。1 月 29 日現在の回収済み応援券は 250,543

す。）

枚で回収率は 89.9％となっています。今後、回収 100％

・申請期限：２月 26 日（金）

提案しますを実行し、時代に合った組織への転換を図る為、

】

求漏れがないようご留意願います。

優良従業員表彰式が１月 24 日（日）午前９時 30 分から町

員として、商工会のスローガンである、行きます、聞きます、

き

１１日 年末大売出し抽選会（～１２日）

シュまでの抽選結果に一喜一憂していました。

各関係機関・団体、会員・家族、多くの地域住民の皆様方に

動

求の最終回は、3 月５日（金）までとなっておりますので請

和寒町商工会設立 60 周年記念式典並びに商工会功労者・

者へのお礼と今日まで会を支援いただいた和寒町をはじめ

の

渡邊 裕治

【和寒町商工会 60 周年記念式典並びに
商工会功労者・優良従業員表彰式挙行される】

れ、設立 60 周年を迎えることができましたことへの先達

月

同 １９年

長

ウイルスの感染防止から出席者数等

1

浜田 義昭

幸男

･報告事項２ 関係する各事業の推進経緯について

【

役員歴２５年

◎和寒町商工会功労者表彰

12 月 25 日

ださい。

呈後、奥山和寒町長、佐々木議会議長からご祝辞をいただ

受賞者は次の方々です。
（敬称略）

ご不明なことがありましたら、商工会にお問い合わせく

令和 3 年度に申請を希望される方は下記の補助内容
を参考にされ、早めに商工会までご相談ください。
・補助率：2/3
・補助上限額：50万円
：100万円（賃上げ､海外展開､買物弱者対策
等）
：500万円（事業承継を見据えた共同事業等）
・補助対象経費：機械装置等費､広報費､外注費､資材購入費､
展示会等出展費､委託費､借料 他

