
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：芽室町商工会 芽室町本通 1 丁目 19 

 

電話  0155-62-2339 
FAX  0155-62-2333 

会  長  明瀬 禎純（芽室ガス（株））〈新任〉 

 

令和３年６月１５日発行 

次のとおり役員が選任され就任致しました！ 

芽室町商工会、令和３年度第 6１回通常総会が新型コロナウイルス感染症防止対策の

最小限の本人出席での書面方式で令和３年５月２０日（木）午後６時より芽室町商工会

会議室で開催されました。会員総数 3３７名に対し書面による議決権の行使参加数は２２

２名、本人出席４名でした。提案された第１号議案から、第 11 号議案までの議案は、原案

通り可決承認となりました。 

 

★新型コロナウイルス感染症の影響に係る会員企業支援の実施 

★令和３年度めむろプレミアム商品券販売事業の実施 

★面的キャッシュレス、インフラ構築支援事業実施支援による地域経済活性化 

★経営改善普及事業計画 

（個者・共同支援の強化による販路開拓支援・BCP（事業継続計画）策定支援） 

★小売り商業・サービス業活性化の推進 

★工業活性化の推進 

★「商工会は行きます 聞きます 提案します～会員満足向上運動～」キャッチフレーズに、会員

巡回訪問の更なる強化徹底により会員との関係性の強化を推進 

★町担当課及び関連課との連携及び相互職員の意思の疎通を図る 

 

 

 

                 

《 重 点 事 業 》 

 

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。 

 202１年 
商工会ＨＰ 

第6１回通常総会終了！ 

芽室町商工会新役員 

会  長  明瀬 禎純  芽室ガス（株）〈新任〉                副会長  太田 寛孝 （有）太田木工〈再任〉 

                                                          青木   昇  青木建設（株）〈新任〉 

理  事  新居 英樹 （あらい商店）〈再任〉              山田 広子  （有）大野産鋼商会〈再任〉 

        五十嵐 徹 （有）五十嵐建設 〈新任〉               飯島 裕治   十勝農機（株）〈再任〉 

        江﨑   満                                      岩田 悦子  （有）岩田ライオン堂〈再任〉 

（有）江﨑自動車整備工場 〈再任〉                   小林 信之   小林建設（株）〈再任〉 

金井 裕次                                       鈴木 久恵  （有）めむろプラニング〈再任〉 

（同）サンエーコンサルティング〈再任〉                      渡辺 洋志  （株）渡辺建業〈再任〉 

        黒田 卓裕 （株）クロシス〈再任〉                                 宮間 教年  （みやま鍼灸整骨院）〈再任〉 

        珠玖 謙一 （有）珠玖ライオン堂〈再任〉                      山内 裕一  （株）ヤマウチ建装〈新任〉 

        中島 将好 （有）旭屋商店〈新任〉               野村  敦   （fun hair）〈再任〉 

        福澤 剛志 （株）フクザワ・オーダー農機〈再任〉        松山 博行  （株）松山工業〈再任〉 

        松久 大樹 （松久園）〈再任〉                  藤川 純    （麺屋 縁。）〈新任〉 

        武藤 健護 （株）武藤商店〈再任〉                   桒田 朝代         （株）桒田〈再任〉 

 

監  事  小椋 孝雄  石﨑設備工業㈱〈再任〉                  田島 浩二  （株）芽室自動車学校〈新任〉 

 

         

 

                 

明瀬 禎純（芽室ガス（株））〈新任〉 

新会長就任挨拶 

会長  明瀬 禎純 

芽室ガス（株） 

会員の皆様には、平素より芽室町商工会の事業に対しまして、多大なるご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、この度、5 月 20 日令和３年度芽室町商工会通常総会（書面議決）におきまして、提案した全議案が承認されました。また、任期満了に伴う役員の選任において、皆

様のご推挙により芽室町商工会長に選出され、就任致しました。平成 27年 5月より２期６年間にわたり会長職を務められ、芽室町商工会の発展に多大な功績を上げられ

ました谷口前会長や前監事・理事の皆様に敬意を表しますとともに、そのあとを受け継ぐにあたり、会長としての責務は重大なものと痛感しております。 

 今後の商工会運営にあたりましては、役員をはじめ先輩各位のご指導、ご教示を賜りながら取り組み、誠心誠意商工業の発展に微力を尽くす決意でありますので、前任会

長同様ご支援ご厚情を賜りますようお願い申し上げます。 

 さて、コロナ禍の中、大変厳しい経営環境にあるところでは御座いますが、「会員一人ひとりに寄り添える商工会」を実現することを目指し、役職員一丸となって、知恵の限り

を出し合い、会員事業者の皆様にとって、より一層のサービスの向上に努める所存であります。 

 つきましては、あらゆる変化に対応する基盤づくりを行うとともに、更なる発展に向け、「会員の皆様に役に立つ商工会」を常に考え、地域振興や地域活性化に専心努力い

たす所存で御座いますので、変わらぬご理解とご支援をお願い申し上げご挨拶とさせて頂きます。 

 何卒宜しくお願い申し上げます。 

 
 

 



  

新会員ご紹介 
代表者名  ：  杉本 泰隆 
業    種  ：  サービス業（飲食業） 
事 業 所  ：  calme’ｎ 

 

青
年
部 

女
性
部 

 

女性部では、令和３年４月２２日（木）、第５３回女性

部通常総会を開催致しました。コロナ禍という事で来賓

の方への案内はせず、部員のみでの開催でしたが、出

席者１８人（委任出席２７人）とたくさんの部員さんが集

まり、全ての議案が可決され無事終了致しました。 

 

 

                 

青年部では、令和３年４月２６日（月）に書面議決で

通常総会を開催致しました。 

まだまだコロナ禍で先が不透明の為、事業について

も状況に合わせて都度皆様からの意見をいただき進

めていきたいと思います。 

 

 

 

                 

新 役 員 紹 介 

明瀬 禎純（芽室ガ

ス五十嵐 徹（（有）

五十嵐建設）〈新

任〉（株））〈新任〉 

理事 五十嵐 徹 

（有）五十嵐建設 

明瀬 禎純（芽室ガ

ス五十嵐 徹（（有）

五十嵐建設）〈新

任〉（株））〈新任〉 
明瀬 禎純（芽室ガス五十嵐 徹（（有）五十嵐建設）〈新任〉（株））〈新任〉 

前会長 谷口 和德 

㈱谷口自動車工業 

明瀬 禎純（芽室ガ

ス五十嵐 徹（（有）

五十嵐建設）〈新

任〉（株））〈新任〉 

明瀬 禎純（芽室ガ

ス五十嵐 徹（（有）

五十嵐建設）〈新

任〉（株））〈新任〉 

明瀬 禎純（芽室ガ

ス五十嵐 徹（（有）

五十嵐建設）〈新

任〉（株））〈新任〉 

明瀬 禎純（芽室ガ

ス五十嵐 徹（（有）

五十嵐建設）〈新

任〉（株））〈新任〉 

明瀬 禎純（芽室ガ

ス五十嵐 徹（（有）

五十嵐建設）〈新

任〉（株））〈新任〉 

明瀬 禎純（芽室ガ

ス五十嵐 徹（（有）

五十嵐建設）〈新

任〉（株））〈新任〉 

副会長 青木  昇 

青木建設（株） 

理事 中島 将好 

（有）旭屋商店 

理事 鈴木 久恵 

（有）めむろプラニング 

理事 松久 大樹 

    松久園 

理事 藤川  純 

  麺屋  縁。 

監事 田島 浩二 

（株）芽室自動車学校 

理事 山内 裕一 

 （株）ヤマウチ建装 

    この度の商工会役員改選において、退任することになりました。 

今日まで会員の皆様に支えられ、ご協力をいただいたおかげで無

事、職を務め上げることができました。 

改めて皆様に心から感謝申し上げます。 

今後は明瀬新会長を中心に芽室町商工会が益々発展されますよ

う、あわせて会員皆様のご健勝、各位のお店の繁栄、社業隆盛を心か

ら祈念申し上げますと共に、１日も早い新型コロナウイルス感染症の収

束を願い、退任の挨拶といたします。 

大変お世話になりました。 

 

 

明瀬 禎純（芽室ガス五十嵐 徹（（有）五十嵐建設）〈新任〉（株））〈新任〉 

  今回の役員改選で退任された、家内裕典 様、曽根義継 様、髙橋義則 様、原口富美吉 様、眞屋寿

広 様には商工業振興及び商工会運営にご尽力いただき厚く御礼申し上げます。今後とも商工会運営

には深くご理解ご支援賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う地域経済の低迷、経済の冷え込

み、それに伴う地域商店街や地域商工業の売上減少が顕在化していることから、

地域における消費喚起・下支えを目的として発行します。 
 

 

20％お得！ 

明瀬 禎純（芽室ガス五十嵐 徹（（有）五

十嵐建設）〈新任〉（株））〈新任〉 

明瀬 禎純（芽室ガス五十嵐 徹

（（有）五十嵐建設）〈新任〉

（株））〈新任〉 

退任挨拶 

事務局長 

西川  一浩 

清野 七菜 

この度、令和３年４月１

日付で芽室町商工会の職

員となりました清野七菜

と申します。 

前職は金融機関で働い

ておりました。まだまだ慣

れないことばかりですが

少しでも早く商工会職員

として皆様のお力になれ

るよう頑張ります。よろし

くお願い致します。 

 

 

記帳指導職員 この度、芽室町役場を定年退職し、４

月１日から、事務局長として勤務させ

て頂いております。西川一浩と申しま

す。 

現在も新型コロナウイルス感染症の

影響による状況の中で皆様におかれま

しては、大変ご苦労があろうかと思い

ます。 

常に会員の皆様のお役に立てるよう

「商工会に入っていて良かった」と思

って頂けるよう、愛する芽室町の、商工

会会員皆様の事業展開の為、微力であ

りますが精一杯努めて参りますので、

ご指導、ご鞭撻を賜わりますようよろ

しくお願い致します。 

 

 

明瀬 禎純（芽室ガス五十嵐 徹（（有）五

十嵐建設）〈新任〉（株））〈新任〉 
一般職員 

吉本 理恵 
（めむろ駅前プラザ指定管理者事務） 

事務局職員の異動のお知らせ 

飲食店向け支援金（緊急事態措置協力支援金）について 

令和３年５月１６日（日）～３１日（月）の間、北海道の要

請により営業時間、酒類の提供時間短縮要請した飲食店

等に対する支援金の支給申請について北海道のホームペ

ージに情報が掲載されておりますのでお知らせ致します。 

 

 

                 

★発行総額は 1億 5,000万円 25,000セットです。 

※申込セット数が 25,000セットを超える場合は抽選となります。 
 

 

使 用 期 限：令和 3年 12月 31日（金）まで 

当選者発表：6月 22日（火）頃発送予定 

引換え期間：7月 2日（金）～4日（日）  

 めむろーど 2階セミナーホール 

10：00～17：00 
 

７月 5日（月）～7月 9日（金）平日のみ     芽室町商工会 

10：00～17：00（正午～13：00を除く） 

この度、令和３年４月１

日付でめむろ駅前プラザ

指定管理者事務職員とし

て勤務しております。吉本

理恵と申します。 

初めての業務に戸惑う

こともございますが早く

仕事を覚え、皆様のお役に

立てるよう励みたいと思

いますので、今後ともよろ

しくお願いいたします。 

 


