
 

                    

    

 

 

 

 
 

 8月 15日(日)第 31回いけだ夏まつりが開催されました。午前中から霧雨、そして昼頃からは本

格的な雨となりましたが、日程、スタッフの状況などから開催を決定。予定していた行事は全て消

化をすることが出来ました。今年は、マイマイガ対策ということもあり、開始時間を 2時間繰り上

げて実施しましたが、特に大きな混乱もなく、また、トラブル、事件なども発生することがなく、

会員の皆様の協力のもと、無事に終えることが出来ました。ご協力に改めて感謝申し上げます。 

 雨模様ということもあり、まつりの人出は例年より若干少なめでしたが、恒例のビンゴゲーム大

会、ワインスタンプ会のビッグ大抽選会などは、いつもどおりの盛り上がりを見せていました。 

 なお、会員の皆様からの協賛で実施した花火大会。雨中にもかかわらず、多くの人々が会場に足

を運びました。重ねてご協力に感謝申し上げます。 

 

仮装盆踊り大会結果(団体の部) 

  順位          参加団体名                  仮装内容 

 第 1位      Jain 集合             いざ出陣 

 第 2位      4丁目町内会            4丁目回転寿し 

 第 3位      5丁目町内会            ミスターポストマン 

 第 4位      1丁目町内会            カサオドリ 

 第 5位      2丁目町内会            2丁目北海盆唄 

 第 6位      池田サッカー少年団        ゆかいな仲間達 

 参加賞      ライダーハウス一福        ライダーハウス一福 

 

仮装盆踊り大会結果(個人の部) 

  順位          参加者名                    仮装内容 

 第 1位            堀川キヨミ            逃げた女房 

 第 2位       榎波昭蔵             水戸黄門 

 第 3位       横田ヨシタカ           アフロのじいさん 

 第 4位       丸山里紗             こんなのアリエンティ 

 第 5位       丸山               AGE48 

      ※今年の仮装盆踊り参加は、団体が 7、個人が 8でした。 

 



 

◆◆第 31回夏まつりフォトライブラリー◆◆ 

 

  

       ステージ組み立て            オープニング(池高吹奏楽部) 

  

              親子盆踊り                ちびっ子縁日 

  

      うまいもの市場で雨宿り          賑わううまいもの市場 

  

  盛り上がったビンゴゲーム大会        準スタンプクィーンの抽選 



                

       水風船ナイスキャッチ         第 3位 5丁目ミスターポストマン 

    

    ビッグ大抽選会(一喜一憂)                      タイガーマスク？ 

 

  

    千円札、二千円札掴み取り                 とれた! 

  

優勝した Jain集合(いざ出陣)         第 2 位 4丁目回転寿し 

   



 

  

    1 丁目町内会(北洋銀行さん)                    1丁目町内会 

  

         2丁目町内会            池田サッカー少年団 

  

       生歌で・・・・              練習の成果・・・・ 

  

     雨の中見つめる町民の皆さん          みんな揃って・・・・ 



  

     田岡会長の挨拶            勝井町長とタイガーマスク 

【お知らせ】 

2011スーパーマーケット・トレードショー「北海道コーナー」の出展者募集 

 

 北海道商工会連合会では、2011スーパーマーケット・トレードショー「北海道コーナー」の 

出展者を募集しています。内容は下記のとおりです。 

 

1.開催日時  2011 年 2月 8 日(火)～10 日(木) 

2.開催場所  東京ビッグサイト<東ホール> 

3.出展コマ料 基礎コマ 150,000 円(税込) 幅 180cm 奥行 60cm高さ 70cm 

              ミニコマ 100,000 円(税込) 幅  90cm 奥行 60cm高さ 70cm 

        ※電気幹線工事費等は別途負担。 

    ※試飲・試食を行う場合は共同給排水工事・使用料として 5,000円(税込)負担。 

4.申込締切  平成 22年 10月 8日(金) 

    先着順となります。北海道コーナーで確保している 110コマに達し次第終了。 

  申込書のダウンロード・詳細内容については、商工会ホームページを参照ください。 

 

パソコン講習会を開催します 

 

商業部会主催のパソコン講習会を開催します。昨年同様、帯広高等技術専門学院の協力をいただ

きます。なお、今年は Word 基礎編、Word 応用編を実施しますが、概略は下記のとおりです。詳し

くは、追って案内文書をお送りします。 

 

記 

 ◆Word基礎編 

  1.開催日程  平成 22 年 10月 12日(火)～15日(金)  6時 10分～9時まで 

  2.開催場所  商工会館 2階会議室 

  3.受講料   無料。但しテキスト代として 2,500円は自己負担 

 ◆Word応用編 

  1.開催日程  平成 22 年 10月 19日(火)～22日(金)  6時 10分～9時まで 

  2.開催場所  商工会館 2階会議室 

  3.受講料   無料。但しテキスト代として 2,500円は自己負担 

 



障害者就労支援ネットワークセミナーが開催されます 

 

 十勝障害者就業・生活者支援センターだいちの主催による、「障害者就労支援ネットワークセミナ

ー」が下記の要領で開催されます。内容は、企業の障害のある方の雇用管理に関する相談会・セミ

ナー・意見交換会となっています。 

記 

 ◎開催日 平成 22年 9月 8日(水) 

  ◎場 所 池田町保健センター(西 3条 5丁目) 

  ◎スケジュール 

  11：00～12：00 就労・雇用相談 

  13：00～14：00 就労セミナー 

  14：15～15：15 意見交換 

  詳しい内容のお問い合わせ、申込は商工会までお願いします。 

 

「全国キャラバン！食の発掘商談会」の開催について 

 

標記について、北海道商工会連合会より案内がありました。 

㈱JTB 西日本公務営業部では下記のとおり出展者を募集しております。 

なお、本事業は平成 22 年度農林水産省補助事業（農商工等連携促進対策中央支援事業）として

実施される事業です。 

 

記 

 

１．商談会：札幌会場 

(1)実施期間  平成 22年 11月 15日（月）～16 日（火） 

(2)会  場  札幌パークホテル（札幌市中央区南 10条西 3丁目） 

(3)対象商品  北海道地区で開発された国産農林水産物を活用した商品 

２．商談会：東京（全国テーマ別） 

(1)実施期間  平成 23年 2月 23日（水） 対象区分：①加工食品 

                      24 日（木） 対象区分：②飲料・菓子 

               25 日（金） 対象区分：③ギフト商品 

 (2)会  場  目黒雅变園（東京都目黒区下目黒 1-8-1） 

 (3)対象商品  日本国内で開発された国産農林水産物を活用した商品で、かつ 

各テーマ設定に添う商品 

        【テーマ①加工食品／テーマ②飲料・菓子／テーマ③ギフト商品】 

３．申込方法  下記の HP にて「出展者募集要項」等を確認のうえ、HP 上の 

出展応募専用フォームによりお申し込みください。 

http://www.japan-food-web.com 

４．問合せ先  株式会社 JTB西日本 公務営業部 商談担当 

        ℡. 06-6252-2540 

 

 



平成 22年度地域産品販路開拓支援基金事業 

「地域力宣言 2010 in 上海 BtoB商談会」開催に係る出展募集について 

 

 全国連では、地域産品販路開拓支援基金事業を実施しており、同事業の一環として標記の募集につい

て下記のとおり連絡がありましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１．名  称  地域力宣言 2010 in 上海 BtoB 商談会 

２．開催日時  平成 22年 12月 10日（金） 10:00～17:00（※開催時間は予定） 

３．会  場  ガーデンホテル上海（花園飯店） 

４．募集内容  ギフト向けに提案可能な地域産品 

              ※出展料（基本設備含）などは主催者が負担しますが、国内物流費、出展に係る旅費、 

宿泊費、サンプルや試食品などは出展者負担となります。 

５．申 込 先  地域力宣言 2010 in上海 事務局（担当：境井、アジェイ、豊里） 

お問合せ  東京都渋谷区広尾 1-13-1 フジキカイビル５F 

TEL：03-5792-4408  FAX：03-5792-4412 

E-mail：shanghai@lives.ne.jp 

６．応募締切  平成 22年 9月 24日（金）必着 

７．参考資料  添付の「出展募集のご案内」をご参照ください。 

８．関連 HP  地域力宣言事務局ＨＰ 

http://local-power.jp/ 

※募集資料等はこちらの HP でも掲示を行います。 

 

厚生労働省北海道労働局からのお知らせ(全文掲載) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月は、労働保険適用促進強化期間です! 

 労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、労働者の生活の安定、福祉の増進等を図る

ことを目的に、国が直接管理運営している保険です。農林水産業の一部を除き、労働者を一

人でも雇用する事業については、法人・個人を問わず加入が義務づけられております。 

 厚生労働省では、「未手続事業の一掃」を年間を通じた主要課題と位置付けたうえで、11月 

を「労働保険適用促進強化月間」とし、集中的に広報活動を展開し、労働保険制度のより一

層の理解、周知を図ることとしております。 

 労働者が安心して働ける職場となるよう、まだ労働保険に加入していない事業主の方は、

速やかに最寄りの労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)でご相談をしてくだ

さい。 

   問合せ先：厚生労働省北海道労働局総務部労働保険適用室(011-709-2311) 

                 または最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所 

 

 

http://local-power.jp/


《コラム》 

 ピイポーピイポー今日も救急車の出番。例年になく気温も高く、特に高齢者が熱中症になり、池田町でも入院

し点滴を受けている。海水温も高く秋の味覚のさんまが不漁。漁師も困るでしょうが、焼きたてを大根おろしで

食べる、お刺身、甘露煮、かばやき、イズシ、みんな出来なくなるのは残念です。 

 気温が高く喜んでいるのは虫達。昨年見る事が少なかったカラフルな蝶達。カボチャの葉の上には無数のテ

ントウムシ。大きな葉がみるみるレース状になり、次の葉に移動していく。気温の高い時は葉の陰に、気温が下

がるとお食事タイム。人間も賢くならねば・・・・ 

  いつまでも今の環境状態が続く事はない。そんな感じのする今年の暑さです。 

(F・A) 

 

   

  8月 

      29日 十勝管内商工会青年部ソフトボール大会        於 豊頃町 

  9月 

4日 SLとかち号運行  池田⇔帯広            於 池田駅 

     5日 SLとかち号運行  池田⇔帯広            於 池田駅 

         28日 商工会法施行 50周年記念式典(十勝管内連合会)         於 帯広市 

     30日 全道商工会ブロック別広域連携推進会議        於 帯広市 

 10月 

      3日 第 37回池田町秋のワインまつり            於 イベント広場 


