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令和３年度第４回理事会開催報告
○開催日時

令和３年１０月２２日（金）１９：００～１９：４０

○開催場所 めむろーど２階セミナーホール
○出 席 者 ２３名
●報告事項
・会員の変更届けの受理について
・令和３年度めむろプレミアム付商品券換金状況（９月末時点）について
・令和３年度伴走型小規模事業者支援推進事業
「北の味覚、再発見！特産品展示商談会」に係る出展について

・令和３年度第２回十勝管内商工会長会議出席について

多くの会員のみなさまにご利用いただける様、
情報を発信しています。是非ご活用ください。

令和３年度

優良商工従業員表彰！

今年度は勤続５年から３０年以上を対象に合計
４７名の従業員の皆様が表彰されました。
昨年同様、新型コロナ感染症拡大防止の観点
より、式典は開催せず、被表彰者がいる各事業所
へ表彰状、記念品をお届けしました。
受賞されました皆様、おめでとうございます。こ
れからの更なるご活躍をお祈り致します。

各勤続年表彰者の方です。
○勤続３０年以上（全国商工会連合会会長表彰）
・(株)芽室自動車学校 加藤 和美 様

・北海道監査委員による財政的援助団体等の監査について
○勤続２０年以上（北海道商工会連合会会長表彰）
・帯広圏３町（芽室・音更・幕別）商工会工業部会と帯広商工会議所との交流会（親睦ゴルフ大
・(株)芽室自動車学校 増田 悦宏 様
会）について
杉本美由記 様
・芽室町による「新型コロナウイルス感染症影響調査委託」について
杉野 光成 様
会 長 明瀬 禎純（芽室ガス（株））〈新任〉
・新型コロナウイルス対応 芽室町商工会員応援「芽室町商工会共通商品券」配布事業について
斉藤 淳子 様
・令和３年度優良商工従業員表彰について
・(有)めむろプラニング 鈴木 譲司 様
・事業報告について（商業部会・サービス業部会・青年部・女性部・地域商工業振興委員会）
・令和３年度全道商工会リーダー等研修会について
・チャレンジデー２０２１への参加辞退について
・第４０回めむろ収穫感謝祭の開催規模縮小について
●協議事項
・令和３年度商工会第１回更正予算（案）について
宥宥
・令和４年芽室町商工会新年交礼会の実施について

新年交礼会中止のお知らせ！

○勤続１５年以上（十勝管内商工会連合会会長表彰）
・(株)クロシス
日下真由美 様
・ミートショップ小久保 瘧師 将智 様
・(株)ロールクリエイト

堀内なをみ 様

・(株)芽室自動車工業 齋藤 佳広 様
・(有)大地牧場
上谷 正則 様
○勤続１０年以上 （芽室町商工会長表彰）
（芽室町商工会長表彰）
・(株)クロシス
泉谷 慎一 様
・(株)クロシス
・美容室 LiNK
中村あかね 様
・芽室ビル管理(株)

芽室町商工会新年交礼会は、新型コロナウイルス感染症リスクが払拭しきれない状況が継続
していることから、出席者の健康と安全面を第一に考慮した結果、本年の開催についてはやむな

恵田 敏三 様
城岡 英敏 様

・(株)芽室自動車工業

河南 正勝 様

く中止することといたしました。このような事態のために新年交礼会開催が不可能になった事に

・(株)芽室自動車学校

原田 翔史 様

つきましては、誠に遺憾ではありますが何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

・丸富士三浦建設(株)
・(有)たけむら

清水 宏納 様
杉山 幸博 様
兵藤 酉 様

○勤続１０年以上（芽室町商工会長表彰）
・(有)たけむら
杉山 幸博 様
兵藤

酉 様

紺井 博文 様
西村 武志 様
古川 大輔 様
・(有)めむろプラニング
・寺谷建設

松下 弘樹 様
髙橋 誠 様

○勤続５年以上 （芽室町商工会長表彰）
・(株)ロールクリエイト 寺内 敏樹 様
小林 裕貴 様
竹澤
徹 様
的場 隆憲 様
・青木建設（株）
氏家 理花 様
・（有）阿部板金工業
加納 章宏 様
・（株）共和貨物自動車 佐藤 真也 様
工藤 慎吾 様
大野 一郎 様
・石崎設備工業（株）
佐藤 宥 様
・（株）芽室自動車工業 村田 敏彦 様
・丸富士三浦建設（株） 竹下 正基 様
下田 春男 様
・(有)たけむら

黒田 剛史 様
伊藤 秀一 様
久保

敏 様

髙木 利幸 様
髙橋 正幸 様
田中 彰 様
小野寺春樹様
山﨑 伸一 様
峯山 崇 様

新会員ご紹介
について

○株式会社 アンカイ（羽衣亭芽室店）
代表者 山根 政義 様
業種

飲食業

住所

幕別町札内西町６６－１－２

青

（芽室町東８条９丁目１－４２）

○株式会社 ザ本屋さん
○ファーレ

代表者

髙橋 智信 様

代表者 千葉直俊 様

業種

小売業

業種

建設業

住所

芽室町東６条９丁目

住所

芽室町西６条６丁目２－１０

○株式会社 N.F．Create

代表者 竹内政則 様

代表者 北原 博之 様

業種

小売業

業種

小売業

芽室町東芽室基線７番地２０

住所

芽室町東２条２丁目１番地９

○まつやま食堂

○株式会社
アンカイ（羽衣亭芽室店）
○グリーンハウス

代表者

松山 澄子 様

業種

飲食業

代表者
代表者 山根
髙山政義
初枝様様
業種
業種 飲食業
飲食業

住所

芽室町本通３丁目２

住所
住所

白銀荘に行きました。白銀荘は温泉の質と合わせてここ数年サウナ目的で来
客が増えている先であり、十勝管内でもサウナを活用したイベントが人気ある
ので今後の参考になる研修でした。１日は美瑛町役場、美瑛町商店街、フラノ
マルシェを視察し美瑛町役場まちづくり推進課移住定住推進室長、商工観光
交流課より講演いただき、美瑛町の現状と今後の課題、移住者への取組み空
き店舗対策、Be コインなどとても貴重なお話を頂き、有意義な視察研修にな
りました。

ダイイチめむろ店内

○有限会社 アグリインデックス

住所

年

青年部では、10 月３１日（日）～１１月１日（月）に旭川市、美瑛町、富良野
市、上富良野町に視察研修に行きました。
３１日は上富良野町の町内商店街や観光地である吹上温泉保養センター

部
１０月２５日（月）第２回
空き店舗、空き地活用ワー
クショップを開催しました。

会

移住定住の取組みとまち
づくりについて、空き店舗の
活用等の商店街活性化に

長

幕別町札内西町６６－１－２
芽室町東１条２丁目１０番地
（芽室町東８条９丁目１－４２）

ついて
○株式会社 ザ本屋さん

プレミアム付商品券の使用期限は

代表者

髙橋 智信 様

業種

小売業

住所

芽室町東６条９丁目

女

１６日（火）に SNS 活用セミナー、
個別相談会を講師に販促コンサ
ルタント安岡里沙氏を招いて開催

ダイイチめむろ店内

令和３年１２月３１日（金）までとなっています。

女性部では、１１月１５日（月）、

性

致しました。
セミナーは昼の部１３名出席、
夜の部４名出席、個別相談会は８

北海道で事業を営む使用者及びそ
日時：令和４年１月２０日（木） ２部構成
場所：めむろーど２階セミナーホール

の事業場で働く全ての労働者（臨時・

内容：仮）「新型コロナウイルス感染症とは・・・」
今後気をつける事は？

部
１０月２４日（日）クリーンアクシ

パートタイマー・アルバイト等を含む）

講師：公立芽室病院 研谷院長先生他
対象：芽室町商工会役員

名の方が参加されました。

ョンめむろが開催され、１３名の部
員さんが参加致しました。

に適用される北海道最低賃金が令和
３年 10 月１日から改定になりました。

