第 30 回いけだ夏まつり開催!!
来る 8 月 15 日(土)第 30 回いけだ夏まつりを開催します。今年もいろんな催し物を用意し、短い
夏の 1 日を大いに楽しんでいただきます。
一昨年は猛暑、昨年は雨と自然の力には逆らえませんが、
何とか無事に終えることが出来るよう、会員及び町民の皆様の協力をお願いいたします。
事業内容は下記のとおりです。
《第 30 回いけだ夏まつり実施要領》
◆主催

池田町商工会

(今年から商工会主催となりました)

◆後援

池田町、池田町観光協会

◆開催日時 平成 21 年 8 月 15 日(土)

16 時 30 分～22 時

◆開催場所 大通 4・5 丁目会場
※大通 4・5 丁目は 15 時から 23 時の間通行止めとなります。
■行事内容
16：30～17：00

オープニング(池田高校吹奏楽部演奏)

16：30～20：00

ちびっ子縁日

★ 16：30～18：30

白バイ、パトカー展示、記念撮影会

★ 17：00～17：50

落ちたらびしょ濡れ尻相撲

17：50～18：20

ビンゴゲーム大会

18：30～19：20

ビッグ大抽選会(ワインスタンプ会)

19：30～20：00

納涼花火大会(河川パーク)

20：00～20：30

親子盆踊り大会

20：30～21：30

仮装盆踊り大会

21：30～22：00

表彰式

※★印の部分が今年の新しい事業です。

◆味覚コーナー出店者募集◆
1.日

時

2.出店場所

8 月 15 日(土)

16：30～21：00

大通 4・5 丁目会場
※ 会場は商工会で用意をし、抽選で決定します。

3.申込要領

①参加料は無料ですが、保健所の許可対象業種は申請料 2,200 円が自己負担と
なります。
②出店内容は自由ですが、衛生上又は良識に反すると判断した場合は、内容を
変更していただくことがあります。
③設営・撤収時間及び清掃協力等のルールを守ることを条件とさせていただきま
す。
④出店は商工会員及び池田町民を対象とします。

4.申込締切

7 月 31 日(金)までに、商工会へ申込用紙を提出してください。
(申込用紙は商工会で用意しています。担当＝小黒指導員)

★★ 夏まつりに関するお願い★★
夏まつりに関するお願い★★
◎商店街貴店舗周辺の清掃及び花壇の除草をお願いします。
◎食事券の取扱について
夏まつり事業にお手伝いいただいた方に対して、食事券(1,000 円)を発行します。食事券を取り扱
ったお店に於かれましては、8 月 21 日(金)までに、食事券と請求書(振込先を記入)を商工会へご持
参ください。後日、指定の口座へ振り込みをいたします。

第 20 回いけだ DE ナイト開催！
7 月 24 日(金)、第 20 回のいけだ DE ナイトが開催されました。
開始時には、くもり空でしたが、7 時頃には雨がパラつきだし、生憎の天気となりました。
当日は、学校が夏休みに入ったこともあり、多くの子供達が繰り出しました。
雨が恨めしい！！
最近のいけだ DE ナイトでは一番人出が多かったと思われます。
以下はスナップ写真です。

1 丁目会場農協女性部の皆さん

1 丁目会場出店

くつろぐ 4 丁目会場

ちょっと一息

ナイトを楽しむ子供達

5 丁目会場

◆◆ぐるグルいけだ 8 月の行事紹介◆◆
「ぐるグルいけだ」は 7 月から 12 月までのロングラン開催ですが、8 月の主要な行事をお知らせし
ます。今年のぐるグルいけだは、内容が盛りだくさん。関係する部分だけ掲載します。
詳しくは、池田町観光協会作製の「ぐるグルいけだマガジン」を参照してください。
✿アイスフェアー 8 月 11 日～21 日
参加店

まきばの家、ムーンフェイス、ゆたか

✿いけだ牛＆肉フェアー 8 月 1 日～8 月 10 日
参加店

A コープ利別、香味屋、まきばの家、篠原精肉店、寿楽、ゆたか、よねくら、
ロカンダデルボスコ

✿麺・パスタフェアー
参加店

8 月 22 日～8 月 31 日

再来、ハッピネスディリー、ゆたか、よねくら、ロカンダデルボスコ

「ふれあい広場 2009 池田」が開催されます。
主催

ふれあい広場 2009 池田実行委員会

日時

平成 21 年 8 月 29 日(土)前夜祭
平成 21 年 8 月 30 日(日)本祭

場所

池田町田園ホール

「ふれあい広場 2009 池田」
◎事業のスローガン
歌は風。ひとり１人の想いを風にのせて、想いを人に伝えましょう。葉は子供達の夢。
土はおとな達の大切にしてきたもの。地域に新鮮な風を吹かせて、みんなで「いのちの木」を茂
らせましょう。
◎事業目的
歌の力、言葉の力をかりて、家族の絆、世代間の絆を確認し、心をひとつにし、地域の向上に
気持ちを向ける。
◎実施内容
✩８月２９日(土) 前夜祭(オークプラザ)
映画 「おくりびと」

14 時～16 時

映画 「60 歳のラブレター」 19 時～21 時
✿チケット

1 作品 大人 1,000 円 子供(小・中・高) 500 円
2 作品 大人 1,500 円 子供(小・中・高) 700 円

✩８月３０日(日) 本祭
❋表彰式典
❋語らいの広場
❋交流の広場
❋体験の広場
※商工会女性部は、８月３０日バスで参加する方の送迎ボランティアを行い、交流広場では、
フリーマーケットに参加します。

第１４回北海道十勝管内商工会青年部連合会ソフトボール大会開催
十勝管内商工会青年部連合会のソフトボール大会が本別町商工会青年部との共同で来る８月３０日
(日)に開催されます。この大会は、毎年十勝管内商工会が持ち回りで開催しておりますが、今年は池
田と本別が担当します。なお、同時に十勝管内商工会青年部連合会の野球大会(本別)も開催されま
すが、関係する部分のみ掲載します。
大会プログラム
開会式：

午前 6：30 池田小学校グラウンド

会場

池田小学校、池田中学校、池田河川敷ソフトボール場

閉会式・交換会

本別町利別川河川敷会場

応援宜しくお願いします。

花壇整備にご協力を!
8 月の花壇整備は、7 日と 21 日です。今年は雨が多く雑草には好条件となっています。花壇の維
持・管理にご協力をお願いします。

《新会員紹介》
✩(株)ドリームワーク
「平成 21 年 7 月 1 日より、田園ホールの指定管理委託事業者となりました。
会社としての初めての仕事は、昨年 10 月 1 日の開町記念日を挟んで 1 週間「田園ホール」前で開催され
た「開拓の歴史展」です。会社の方針は「協働の精神」。これを軸にスリム化の努力をし、町民サービスに
努めたいと思っています。
商工会に入会ということで町の活性化にも大いに協力をしたいと思っております。また、これからの行事と
して、9 月中旬頃に田園ホール祭りを開催予定です」・・・・・とのコメントを斉藤社長からいただきました。
これからも宜しくお願いいたします。

斉藤社長(田園ホールにて)

✩(株)ニイツ
今月号で紹介の予定でしたが、新津社長が多忙のため、来月号以降に取材し、掲載します。ご了承くだ
さい。

「お菓子のかほり」さんが移転オープン
大通 1 丁目で営業していた「お菓子のかほり」さんが、西 2 条の 7 丁目に新築・移転しました。
7 月 17 日に開店しましたが、当日は多くのお客さんが来店され、大変賑わっていました。
これからも、美味しいお菓子づくりをお願いします。

お菓子のかほり外観

開店時賑わう店内

◆◆古くなった備品をお譲りします◆◆
本年の通常総会で、古くなった備品の廃棄・譲渡について承認をいただきましたが、下記の備品
をお譲りします。ご希望の方は、8
8 月 10 日(月)までに商工会へお申し出ください。なお、希望者が
複数の場合は、抽選で決めさせていただきます。また、希望者がいない場合は商工会で処分をさせ
ていただきます。
■お譲りする備品
◆一眼レフカメラ(昭和 57 年購入)

1台

◆パソコン(NEC)

1台

◆スライド映写機(昭和 61 年購入)

1台

◆パソコン(NEC)

1台

◆ビデオカメラ(平成元年購入)

1台

キャノン一眼レフ

シャープスライド映写機

ソニービデオカメラ一式

NEC パソコン①

NEC パソコン②

アイヌの美(カムイと創造する世界)チケット取扱いについて
十勝毎日新聞社等が主催する アイヌの美(カムイと創造する世界)の作品展が 9 月 18 日から 11
月 11 日まで、北海道立帯広美術館で開催されます。商工会では、十勝毎日新聞社から依頼を受け、
前売り券の取扱を行っています。
購入希望の方は商工会までお申し出ください。
なお、料金は、一般 600 円(前売 500 円)

高大生 400 円(前売 350 円) 小中生 200 円(前売 150

円)となっています。

土足でどうぞ！
商工会に来館され、窓口(カウンター)で用件が済む場合には、土足のままでお入りいただけるよ
うになりました。ただし、会議・打ち合わせ等で事務所内部まで入る場合は、従来どおりスリッパ
に履き替えをお願いします。

最近のドキドキ！体験①、とあるお店で買い物をして、おつりをもらう時に手をだして手の平におつりを
もらう時、店員の左手が私の手の下にあり、落とさないようにしているんだと思ったら、私の手をなんとギュ
ッと握ってきた。ビックリやら嬉しいやら。体験②、ガーデンパークで花の写真を撮っていた時に、「すいま
せ～ん、写真撮ってくれませんか？」と声をかけられたので、思わず自分の今撮っていたカメラでその相
手を写真に撮ってしまった。ドキドキの体験でした。ドキドキするようなことを商売ですることはとても大切
であるが難しい。最近は「個室居酒屋」が増えているようで、20 代には人気があるらしい。悲しいなと思っ
てしまう。これは「内輪では盛り上がることができるが、知らない人がいるとリラックスできない」ということ
は、ドキドキ！できないということなのかな・・・・・。
(N・T)

商工会月刊ダイヤリー

1日

ワイン城 35 周年記念パーティー

於 ワイン城前庭

15 日

第 30 回いけだ夏まつり

於 大通 4・5 丁目等

30 日

十勝管内商工会青年部ソフトボール大会

於 池田町・本別町

9日

エネルギーと環境に関する講演会

於 商工会館

※詳しい内容は 8 月号でお知らせします。

