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商工会青年部 花火大会連携企画

第

フォトコンテストを
開催

商工会青年部では令和 年 月下
旬〜 月上旬の期間で「フォトコン
テスト“おもいで”（仮）」を開催い
たします。テーマは「○○のおもい
で」とし、皆様それぞれの思い出を
収めた写真（学生時代の思い出、夏
の思い出、旅の思い出などの写真）
を投稿して下さい。
投稿された写真は青年部員が選考
し、宿泊券やトコさんグッズなどを
プレゼントする予定です。
月 日、 月 日には知床しゃ
り花火大会も開催されます。明るい
ニュースの少ない状況ではあります
が、少しでも楽しい思い出を残すお
手伝いが出来ればと思い企画してお
ります。
写真の受付期間や応募方法などの
詳細は、後日町内事業所等に告知ポ
スターを掲示して頂き周知するほ
か、商工会青年部のホームページや
の青年部アカウントなど
Instagram
にも掲載いたしますので、そちらも
ご確認下さい。
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篤
野
責任者 吉

実行委員会、
頑張ります

す。しかしこの状況下でも、前向き
な気持ちになってもらいたい、子ど
もたちに夏の思い出を残してもらい
たいとの強い思いから決断しました。
日程の変更はありませんが、企画
していた特設会場を設けるのはやめ、
屋台やステージイベントは行いませ
ん。町民の方それぞれが一箇所に集
まらず、
ソーシャ
ルディス
タンスを
保ったう
えで、知
床しゃり
の美しい
夜空に咲
く花火を
見ていた
だきたい
と思いま
す。

インスタグラム

発行日 令和3年7月15日
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この度は知床しゃり花火大会実行
委員会の活動にご支援を頂き誠にあ
りがとうございます。また、皆様か
ら多くのご協賛を賜り重ねてお礼を
申し上げます。
この花火大会は斜里青年会議所が
２０１９年の第 回開催を皮切りに、
２０２０年のサプライズ花火の打ち
上げを経て、今回第 回として正式
に実施するものです。
当実行委員会では年初よりこの花
火大会の開催準備に取り組んで参り
ました。しかしながら、全国的な新
型コロナウイルス感染症の拡大によ
り、予定どおり開催すべきか？延期
すべきか？それとも中止すべきか？
本当に悩みました。そして、多くの
議論を尽くした結果、開催を決定し
ました。町内で感染クラスターが発
生した状況も十分に承知しています
し、この時期に花火を打ち上げるな
んて、というご意見も理解していま
※屋台・ステージイベントは中止
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青年部HP

打上場所 陸上競技場
打上場所 オロンコ岩駐車場
■斜 里地区 打上時間 20:00
■ウトロ地区 打上時間 20:00
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夜空に希望の大輪咲かせます

雨天決行！荒天の場合は翌日順延

第２回 知床しゃり花火大会開催
斜里 7月31日（土） ウトロ 10月2日（土）

R. 3 . 7 .15
斜里町商工会だより
（1） 第432号

議長は㈲片山電気商会の片山源太氏
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（案）

第５号議案 令和３年度収支予算
について
第６号議案 軽微な予算変更の理事
会委任 について
第７号議案 任期満了に伴う役員の
選任について加更正
令和３年度事業計画では、ワクチ
ンの普及を期待しつつも、依然とし
て厳しい状況にあるため、新型コロ
ナ感染症対策を考慮に入れた、中
小・小規模事業者への経営支援が最
重要課題であることを確認し、通常
の経営改善普及事業とともに、対コ
ロナのための経営相談、各種補助
金・給付金手続支援、知床しゃりビ
ジネスサポート事業、経営発達支援
事業等の実施策を掲げています。
提案された議案は、すべて異議な
く承認され、終了しました。

（案）

新しい理事と監事。右から理事の三浦氏、監事の
元木氏、理事の遠藤氏と澤田氏
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コロナ禍を乗り切る経営支援が
最重要課題
令和３年度通常総代会
は、５月 日㈮に産業会
館にて開催されました。
開会に先立ち、昨年度商
工会法施行 周年を迎え
たことを記念して、役職
員 名の永年勤続表彰を
実施しました。総代会で
は土橋利文会長より挨拶
の後、馬場隆町長、髙橋
文明北海道議会議員、松
木健太郎日本政策金融公
庫北見支店長から祝辞、
続いて武部新衆議院議員
などから祝電が披露され
ました。議事に入るに際
し、議長には片山源太氏
が指名され、以下の議事
が提案されました。
第１号議案 令和２年度
事業報告承
認について
第２号議案 令和２年度
収支予算追
加更正につ
いて
第３号議案 令和２年度
収支決算承
認について
第４号議案 令和３年度
事業計画
について
コロナ禍での支援策の報告を含め挨拶する土橋会長
総代会は51名（本人出席27名、委任
状出席24名）での開催

（2） 第432号
斜里町商工会だより
R. 3 . 7 .15

令和３年度 改選期の通常総代会開催される

（案）

■理事改選・新体制
○正副会長
会 長
土橋 利文
副会長
長屋 慶治
副会長
髙橋 秀典
○理事
竹田 栄治 地区（１区）
三浦賢太郎 地区（２区）
大橋 力暢 地区（３区）
滝川 智貴 地区（４区）
上野 敏雄 地区（５区）
吉野
篤 地区（６区）
須田修一郎 地区（７区）
北
豊道 地区（８区）
桂田 精一 地区（９区）
五十嵐一彦 部会（商業）
山本
勝 部会（工業）
藤枝
靖 部会（サービス）
桑島 大介 部会（観光）
下山
誠 推薦委員会
門間 哲也 推薦委員会
中田 尊徳 推薦委員会
遠藤 雄大 推薦委員会
真壁 祐哉 推薦委員会
澤田 正広 青年部
武藤 香苗 女性部
○監事
長谷川宏文、元木 誠二
■部会・委員会構成
○商業部会
部 会 長
副部会長
幹
事

五十嵐一彦
塚田 光、真壁 祐哉
櫻田 仁之、塚田 光
豊島 和敏、野尻 勝規
山川 信孝、和知 二郎

○工業部会
部 会 長 山本 勝
副部会長 上野 敏雄、北 豊道
幹
事 木村 哲明、櫛部 隆夫
佐藤 年彦、佐山 敏幸
鈴木 市郎、竹田 栄治
土田 好起、中田 幸位
○サービス業部会
部 会 長 藤枝 靖
副部会長 須田修一郎、竹田 栄治
幹
事 大橋 力暢、久野堅太郎
清野 康之、分銅 和範
○観光部会
部 会 長 桑島 大介
副部会長 桂田 精一、滝川 智貴
幹
事 岩山 直、梅沢 征雄
梶原 裕一、木幡純一郎
午来 治男、下山 誠
西岡 保、吉野 英治
○総務企画委員会
委 員 長 滝川 智貴
副委員長 藤枝 靖、山本 勝
委
員 遠藤 雄大、桂田 精一
北 豊道、下山 誠
○広報委員会
委 員 長 吉野 篤
副委員長 下山 誠、須田修一郎
委
員 上野 敏雄、久野堅太郎
三浦賢太郎、安田 智哉
○地域振興委員会
委 員 長 中田 尊徳
副委員長 大橋 力暢、門間 哲也
委
員 稲垣 恵司、桑島 大介
近藤 将人、真壁 祐哉

永年勤続従業員表彰 （受賞者）
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本田美鈴
（順不同・敬称略）
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○斜網ブロック広域連携協議会
会
長 土橋 利文
副 会 長 長屋 慶治、髙橋 秀典
理
事 滝川 智貴、中田 尊徳
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周年記念事業表彰者

15

商工会法施行

勝

高木測量設計㈱ 八幡利恵子
㈱美咲興業 藤本祐二、湊 和利、
水島 武夫
サンエイ工業㈱ 土田洋介、
坂下 久、西森 明
㈲小林配管工業 邊見宜仙
㈱中田建機 横山秀樹
㈱河面組 山田祥晴
㈱丸七高橋組 石生谷尚也
斜里アポロ石油㈱ 大野浩輝
㈱知床グランドホテル 森田裕介
㈲ヤマサダ佐藤商事 植木哲也
ハンドル伊藤産業㈲ 宍戸浩彰
●勤続 年以上（ 名）
㈱丸あ野尻正武商店 杉浦晶夫
㈱美咲興業 泉谷卓宏、佐藤辰也、
猪股 直正
㈱ＥＺＯＸ 葛山洸二
㈱北一産業 佐藤 元、在原陽城、
林 恭兵
㈱中田建機 尾垣洋輔、森本敏哉、
山﨑久志
㈱河面組 西原秀俊、星 郁恵、
山吹 実
㈱知床グランドホテル 佐藤 大、
長井悠香
㈲ヤマサダ佐藤商事 藤野紘輔
ハンドル伊藤産業㈲ 佐々木剛、
牧野敏幸
斜里町商工会
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○商工会役員永年勤続表彰
長屋 慶治、須田修一郎、神田 裕治
章、五十嵐一彦、野尻 勝規
伊藤
靖、桂田 精一、長谷川宏文
藤枝
滝川 智貴、村上 體児、三浦 勝利
太田 善久
○商工会職員永年勤続表彰
佐藤 秀司、青木 沙恵
（順不同・敬称略）

秀典、北 豊道、山本
哲也、中田 尊徳

今年度の受賞者は左記のとおりで
す。
●道商工連会長表彰（ 年以上）
㈱丸米産商 白石 明
●管内商工連会長表彰（ 年以上）
㈱中田建機 岩井 潤
●勤続 年以上（ 名）
㈱丸米産商 白石 明
㈱長屋工業 上本直幸
㈱北進 尾河勝幸、太田 治
㈲小林配管工業 今 義広、
佐々木健一、北村英幸
斜里ポテト協同組合 大友祐子
㈱河面組 井澗 淳
㈱知床プリンスホテル 鈴木理佐
●勤続 年以上（ 名）
㈱丸米産商 小野孝幸
㈲片山電気商会 松本周二、
片岡明日香
北海羽田コンクリート㈱ 高野達幸
㈱ＥＺＯＸ 三浦義行
サンエイ工業㈱ 加藤 圭、
黒田和寛
㈱北一産業 平賀伸一郎
大成工業㈱ 中村哲人、齊藤美順
㈱中田建機 石崎弘己
㈱河面組 中村一裕
㈱丸七高橋組 近藤博之
●勤続 年以上（ 名）
㈱丸米産商 高橋宝積
㈱丸あ野尻正武商店 押久保隆史、
宮 裕樹
10
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道商工連会長表彰者
髙橋
門間

役員永年勤続表彰を受ける長屋副会長㊨
道商工連会長表彰を受ける髙橋副会長㊧

R. 3 . 7 .15
斜里町商工会だより
（3） 第432号

（5） 第432号

斜里町商工会だより

R. 3 . 7 .15

須 藤 寧 々 さん

す

おお

太 田 愛 華 さん

どう

た

ね

あい

ね

か

① 斜里バス㈱
② 営業
③ 趣味：音楽鑑賞
特技：写真撮影

① 斜里バス㈱
② 窓口
③ 趣味：ドライブ
特技：バスケットボール

商工会で申請支援を実施中！支援金・給付金NAVI
■月次支援金 国 人流抑制の影響を受けた全業種が対象で50％以上の売上減少。対象月は4～6月です
【申請期間】令和3年6月16日～8月15日(4月・5月分)、令和3年7月1日～8月31日(6月分)
【給付対象】①と②を満たしていること
①緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
②緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて
月間売上が2019年または2020年の同月比で、50%以上減少していること
【給 付 額】2019年または2020年の基準月の売上－2021年の対象月の売上
中小法人等 上限 20万円／月
個人事業者等 上限10万円／月
【申請方法】月次支援金ＨＰから電子申請のみ
■緊急事態措置協力支援金 道 要請に協力した飲食店は要チェック
新型コロナ感染拡大防止のため、緊急事態措置休業要請等の対象となる事業者に協力支援金が給付されます。
【申請期間】令和3年6月1日(火)～8月31日(火)【消印有効】
【申請対象】下記の要請内容に従う飲食店などが対象となります。
＜要請期間＞令和3年5月16日～31日(1回目)、6月1日～20日(2回目)※1回目は遅くても5月18日までに協力
＜要請内容＞①営業時間を短縮(5～20時)②酒類提供時間を短縮(11～19時)③業種別ガイドラインの遵守
＜対象地域＞石狩管内(札幌市を含む)、小樽市及び旭川市以外の地域
＜対象施設＞飲食店、カラオケ店、結婚式場
【給 付 額】中小企業・個人事業者 1店舗1日当たりの売上高に応じて1店舗毎に2.5～7.5万円/日
または1店舗当たりの売上高の減少額に応じて、1店舗毎に最大20万円/日
■事業継続緊急支援給付金 町 対象月は4～7月！全ての業種が対象で30％以上の売上減少。
新型コロナ感染症拡大により、売上が大幅に減少した事業者への支援制度です。
【対象業種】新型コロナウイルス感染症の流行を主たる要因として売上が減少した事業者
【対象要件】①斜里町内に事業所または店舗等があること
②2021年3月末日以前から事業を行っていること
③2021年4月～7月の間の1カ月の売上が、2019年の同月と比較して、30％以上減少した
月があること
④2019年及び2020年の確定申告を行ったこと
⑤申請日までの納期限の税・料金の滞納がないこと
⑥2019年及び2020年の確定申告書(控え)や2019年以降の月別売上額の帳簿類等を提示で
きること
【給 付 額】基準月(比較する月)の年間売上規模に応じて１ヶ月5～30万円
※3つの申請は月毎の重複申請はできません。商工会HPに対象となる申請がわかるチャートを掲載中です。
申請またはその支援をご希望の方は商工会に必ず予約を入れてからお越し下さいますようお願いいたします。

斜里町商工会だより

R. 3 . 7 .15
商工会会員 売上アップの
ためのお得情報を掲載

耳寄りINFO 最新情報は商工会HPで確認を!

●【学ぶ】オンラインセミナー
全国連が事業者向けEC化支援を本格始動
年間63回のオンラインセミナーを無料公開
全国連ではECによる販路拡大の支援策としてリ
モート(ZOOM）でセミナー・ワークショップを
開催しています。COLOR MEショップやLINE
の活用のほか、第一線で活躍するECの成功者の
IT活用術などが学べます。
詳細は

全国商工会連合会 ECセミナー

で検索

●【販路の拡大】物産展・催事情報
「ニッポン全国物産展」出展者募集中！
開催日時 令和3年11月19日㈮～21日㈰
10～19時 ※最終日は～18時
開催場所 池袋サンシャインシティ展示ホールＡ・Ｂ
申込期日 令和3年7月26日㈪【厳守】
申込方法 開催・募集要領や出展申込についてな
どの詳細は商工会までご連絡ください。
留意事項 ①新型コロナウイルス対策として、試
食・試飲行為は禁止となっております。
②出展にはＬＩＮＥセミナーの受講が
必須となっております。

【CHECK！
！】飲食店向けの補助金
道の飲食事業者等感染防止対策支援事業
対象事業者 業種別ガイドラインに従い感染症対
策を実施する事業者、及び
道内の飲食事業者等の対面サービス提供事業者
申 請 期 間 令和3年7月下旬～10月(予定)
補 助 率 3/4 上限75,000円
対 象 経 費 換気設備、CO2センサー、
アクリル板
非接触型オーダーシステム等
補 助 要 件 Eラーニングを受講し、感染対策の計
画を策定した事業者
※詳細は未定。道のHPで随時ご確認ください。

今年もリングプル、ペットボトル
のキャップを回収します。
今年も「24時間テレビ44」に合わせて商工会青年部がリ
ングプル、ペットボトルキャップの回収を実施。
毎年、沢山のご協力を頂いていますが、金属やガラスの破
片、一般ごみ等が混入しないよう十分に確認の上、お持ち
ください。なお、今年度もコロナ感染症の影響で募金場所
設置に制限があるため、今年も募金活動は実施しません。

回収日時：8月21日㈯ 18～20時
8月22日㈰ 10～17時
回収場所：道の駅しゃり

（同）
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商工会会員加入・脱退

令和 年度
新規加入者 ※（）内は部会、定＝定款会員
◦五味渕ひつじ農場（工業）
◦ケーエージェンシー事業協組
（定・工業）
◦三代目 千葉商店（サービス・観光）
◦ しれとこ斜里衛生事業協同組合（定）
◦㈱ゴールドオーシャン
（サービス）
◦佐山産業（工業）
◦久保農販（工業）
◦ 秋山工房（サービス）
◦近藤農産（工業）
◦永江農場（工業）
◦たかぎ農場（工業）
◦山田農産（工業）
◦来運水の学校（サービス・観光）
◦ピリカデリック（サービス・観光）
◦ｓｎａｃｋ （サービス）

▼今年度より広報委
員長を仰せつかるこ
ととなった。誠心誠
意努めて参りますの
で何卒宜しくお願い申し上げます。
と、コンクリートのような固い挨拶
はこれくらいにして…▼ＭＬＢで大
活躍中の大谷翔平選手から目が離せ
ない。彼の楽しそうにプレーする姿
に魅了され、最近一番の元気の源だ。
そして、東京２０２０ＯＰがいよい
よ開幕する。１９６４年大会は戦後
復興から高度成長へと繋がるレガシ
ー大会だったが、今大会はどのよう

脱 退 者
◦松井重機
◦木村板金工業所
◦味覚園斜里店 ◦石崎板金加工所
◦東京美装北海道㈱斜里出張所
◦㈱彩フードシステム
令和３年度
新規加入者
◦しれとこくらぶ（サービス）
◦スナックほんのり（サービス）
◦ｏｆｆｉｃｅ ａｌｂｉｒｅｏ
（サービス・観光）
◦公平農場（工業）
◦高橋農場（工業）
◦知床柵店（工業）
◦マロン（商業）
◦㈱Ｉ ＲＡＨＳ（商業）
脱 退 者
◦珍満
◦ 秋山工房
◦ケーエージェンシー事業協組
（令和 年 月 日現在）

に後世に語り継がれ記憶されるのか。
まずは無事に「安全安心ファースト」
で開催されることを切に願う。頑張
れ日本 ▼コロナワクチンの接種に
行った。注射が嫌いなはずなのにこ
んなに待ち遠しく思うなんて…。コ
ロナ撲滅までもう少し。収束後は知
床観光をはじめ経済の活性化に大い
に期待したい ▼さて明るい話題を
心掛けたが、今後も皆様のお役に立
てるよう精進を重ねて参りますので
重ね重ね宜しくお願い申し上げま
す。あ、最後もやっぱり固くなりま
したね。
（吉野）
‼

‼

（6） 第432号
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