今回は、フォークリフト・車輌系
建設機械（整地等）・玉掛け・小型
移動式クレーン・解体用（講習のみ）
が行われ、平成 年７月の法改正に
より、解体用機械の資格が必要になっ
たことから、解体用機械の講習にお
いては、多くの方が受講しました。

理 事 会 報 告

①総代会提出議案について

商工会加入脱退会費制裁等に関
する規約の一部改正について

役員選任規約の一部改正について

斜里町商工会青年部規約の一部
改正について

斜里町商工会女性部規約の一部
改正について

斜里町商工会手数料徴収規約の
一部改正について

平成 年度事業計画 案
( 及)び
収支予算 案( )
②会員の加入脱退承認について
③その他・報告事項
給与規程及び再雇用規定の一部
改正の報告
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作業免許・技能講習会
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平成 年度事業報告及び
収支決算報告

25

斜里町商工会定款の一部改正に
ついて

(1)

(2)

0152(23)2185

平成 年４月 日（木）より、工
業部会（山本勝部会長）主催で、講
師は㈲芽室自動車学校北見教習セン
ター・㈱北友商会の協力を得て、作
業免許・技能講習会が開催されまし
た。講習は㈱斜里自動車学校、実地
は㈱中田建機・㈱斜里自動車学校。
26

社会人としてのマナーを学ぶ
ー新 入 社 員 研 修 会 ー

真剣な眼差しで講義を聴く新入社員達

ぱいでしたが、実技が始まり身振り
手振りや発声するうちに笑顔も見え、
一生懸命に応対の基本を学んでいま
した。

講師から指導を受ける受講者

(3)

(5)(4)

(6)

(7)

４月 日（木）産業会館大ホール
において新入社員研修会が開催され
ました。参加者は 名で、町内の事
業所に就職した社会人１年から３年
目までの社員が対象。
午前中は、斜里町役場北雅裕総務
部長より斜里町の概要の説明があり、
午後からは、挨拶の仕方・言葉遣い・
身なりについての説明後、実践方式
での接客応対などの練習が行われま
した。
講習会が始まってすぐは緊張感いっ
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(8)

16

商工会通常総代会は
５月 日（木）です
30

17

商工会の平成 年度通常総代会
は、５月 日（木）午後１時 分
より、産業会館大ホールにおいて
開催されます。各総代さんは、配
布された議案書を、総代会当日持
参の上、ご出席くださいますよう
お 願い 致し ます 。
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斜里町商工会だより
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基準利率

日本政策金融
公庫普通利率
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ふらっとナイト
もうすぐ 回

お 知 ら

!!

・日 時
５月 日（木）
日（金）
・ところ
産業会館大ホール
※受診時間等の案内については、実
施機関である労働保健管理協会より
直接事業所に送付されます。
※不明な点がありましたら、商工会
にお問い合わせ下さい。

会員の状況

限は２００万円）を助成
青年部・女性部
【助成要件】
通常総会終わる
商工会女性部（片山真弓部長）通
①労働者災害補償保険の適用事業主
常総会は、４月 日（土）午後６時
であること。
よりガーデンハウス藤苑で行われ、
②中小企業事業主であること。
●テーマ 組織における効果的な指
提案された議案すべてが承認されま
平成９年 月から毎月第２金曜日 ③専用の喫煙室を設置する事業主で
導法と部下育成
した。
に開催され今年６月で２００回目を
あること。
期 間 ６月 日～ 日
今年度は、金魚ねぷた作成、女性 迎えるふらっとナイト。これまで、 ④喫煙室等の設置計画を作成し、北
対象者 管理者・新任管理者
部青年部合同の町内清掃活動、Ｓ‐ 大雨や大雪、暴風、雷と悪天候の中、 海道労働局長の認定を受けること。 ●テーマ 財務力強化シリーズ ２
( )
１自慢まつり、オホーツクサイクリ 東日本大震災当日のふらっとナイト ⑤喫煙室に向かう空気の流れは、風
管理者のための財務講座
ング売店、産業まつり等が予定され 以外は開催が続けられてきました。
速毎秒０．２以上などの要件を満
（財務分析編）
ています。また、昨年から始まった
平成 年には、「いってみたい商
たすこと。
期 間 ６月 日～ 日
女性部特製のお好み焼きには『しゃ 店街北海道表彰準大賞」にも選ばれ ⑥性能・実施状況を明らかにする書
対象者 管理者・新任管理者
りっ粉お好み焼き』と名付けられ、 ました。そんな、ふらっとナイト２
類を整備していること。
●テーマ 営業力強化シリーズ ２( )
懇親会時に発表されました。
００回目は、〝２００〟にちなんだ 【無料相談・無料貸出】
効率的な新規開拓力
商工会青年部（音無悟部長）通常 イベントに加え、餅まきや紅白まん
専門家による相談支援、デジタル
期 間 ６月 日～ 日
総会は、４月 日（金）午後７時、 じゅうプレゼント、でんぷんだんご、 粉じん計、風速計の無料貸出事業も
対象者 管理者・新任管理者
ガーデンハウス藤苑で行われ、提案 青年部屋台などが予定されています。 実施されています。
●テーマ 組織を活かすコミュニケ
された議案すべてが承認されました。
問い合わせ先
ーション講座
北海道労働局労働基準部 健康課
期 間 ７月 日～ 日
対象者 管理者・新任管理者
０１１‐７０９‐２３１１
●テーマ 営業力強化シリーズ ３
●巡回健康診断
( )
成約率をあげる交渉力
期 間 ７月 日～ 日
対象者 管理者・新任管理者
11

●受動喫煙対策助成金
及び支援事業

22

１・４０ ％～
２・８０ ％

※返済期間、保証人・担保の
有無等により利率は異なります

TEL

加入
スナック マブハイ 笑み・Ｓ
大滝エメルドリッド
堀川左官工業
堀川正美
脱退
㈲タカラ工務店
小野明雄
居酒屋ちるみち
小川千鶴
さとう理容院
佐藤芳則
平成 年５月１日現在会員数３６５

４月９日現在
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【喫煙室の設置に助成金】
喫煙室設置費用の２分の１（支給上
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斜里町商工会だより
Ｈ．26．5．1

総会で挨拶する片山女性部長

