
 

                    

    

 

 

商工会法施行 50 周年記念式典が開催されました！ 

 

商工会法施行 50周年の記念式典が、10月 30日(土)午後 4時 30分から商工会館で開催されまし

た。「商工会の組織等に関する法律(昭和 35年 6月)」が施行されてから今年で 50周年を迎え、同

時に池田町商工会もこの法律のもとで誕生して 50周年になります。 

当日は、各方面で活躍されているフードジャーナリスト「林美香子氏」に記念講演を依頼し、「食

による地域づくり」と題して講演をしていただきました。全道での「地産地消」の取組事例、池田

町の持っている「十勝ワイン」というかけがえのないブランドの有効活用などの話をしていただき

ました。その後、記念式典があり、田岡会長の式辞に続いて、勝井町長、北議長から祝辞をいただ

き、式典は終了しました。引き続き、祝賀会に入り記念すべき年を祝いました。 

 

■■50 周年記念式典フォトスナップ集■■ 

       

        林美香子氏の講演                プロジェクターを使って・・・・ 

         

       出席された会員の皆さん                 式辞を述べる田岡会長 

 



■■50 周年記念式典フォトスナップ集■■ 

          

         勝井町長の祝辞                      北議長の祝辞 

 

           

      北洋銀行水野支店長の発声で祝杯                 林氏を囲んで・・・・ 

            

          祝賀会の様子                     神課長の発声で閉杯 

 

永年勤続従業員表彰式が行われました！ 

 

平成 22 年度の永年勤続従業員表彰が 11月 5日(金)午後 6時から商工会館で行われました。 

今年度の対象者は、事業主の皆様より推薦された 19名でした。 

表彰式には、所用で欠席の 4名を除く 15名の従業員の方と事業主の方が出席。また、ご多忙の

中、十勝管内商工会連合会、竹田会長にも出席をいただき、北海道商工会連合会長表彰、十勝管内

商工会連合会長表彰の賞状授与を行いました。その後、池田町商工会長表彰の賞状と記念の授与を

田岡会長が行い、田岡会長、竹田連合会長、勝井町長から表彰された皆さんにお祝いの言葉があり、

式を終了しました。 

今回、表彰を受けられた皆様おめでとうございます。今後もご活躍をお祈りします。 

 



平成 22年度永年勤続従業員表彰者名簿  (敬称略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■永年勤続従業員表彰式フォトスナップ■■ 

              

       25年勤続の遊佐組渋谷さん              20年勤続の十勝製餡岸本さん 

◆25年勤続表彰  (北海道商工会連合会長・池田町商工会長表彰) 

     氏  名     勤 務 先 

  渋谷 浩治    株式会社 遊佐組 

◆20年勤続表彰  (北海道商工会連合会長・池田町商工会長表彰) 

     氏  名     勤 務 先 

  小田 義美    十勝製餡株式会社 

  岸本 悦子    十勝製餡株式会社 

◆15年勤続表彰  (十勝管内商工会連合会長・池田町商工会長表彰) 

     氏  名          勤 務 先 

 北野 光児    株式会社 遊佐組 

 朴  剛志    株式会社 遊佐組 

 佐藤 敬子    十勝製餡株式会社 

 浪江美千代    シェルター庄司 

◆10年勤続表彰  (池田町商工会長表彰) 

   氏  名     勤 務 先 

    沼田 義隆    株式会社 伊藤金物店 

  松井 孝男    有限会社 小杉商店 

  渡辺  司    有限会社 小杉商店 

◆5年勤続表彰   (池田町商工会長表彰) 

   氏  名     勤 務 先 

    吉本 三広    株式会社 遊佐組 

  榎本めぐみ    株式会社 遊佐組 

  山村真由美    十勝製餡株式会社 

  髙橋真由美    十勝製餡株式会社 

  高岡 義則    いけだ清掃株式会社 

  齊藤 敏雄    株式会社 合掌建設 

  松浦 文人    鈴木建設工業株式会社 

  山口 弥生    大熊歯科医院 

  橋間いづみ    大熊歯科医院 

  



■■永年勤続従業員表彰式フォトスナップ■■ 

                         

        挨拶をする田岡会長                  竹田十勝連合会長の祝辞 

 

              

          勝井町長の祝辞                    遊佐組渋谷さんの代表謝辞 

 

              

         遊佐組の皆さん                       十勝製餡の皆さん 

 

            

      小杉商店の皆さん                    大熊歯科医院の皆さん 

 

 



■■永年勤続従業員表彰式フォトスナップ■■ 

             

          伊藤金物店さん                       合掌建設さん 

 

               

        いけだ清掃さん                      激励会の模様 

 

ワインスタンプ会年末大売り出し・スタンプまつり開催！ 

 

 池田町ワインスタンプ会では、年末に向けて大売出しを実施いたします。 

内容は下記のとおりです。 

 

◆年末大売り出し 

  12月 1日(水)～31日(金) 

◆第 16 回スタンプまつり 

  平成 23 年 1月 4日(火) 池田町田園ホールにて 

 ※いずれも詳しくは新聞折込チラシを参考にしてください。 

 

2010 池田町物産展開催！ 

 

冬の「池田町物産展」が開催されます。今年は、西部コミセンでの開催となりますが、同時に、

例年同様ワイン城１階ショッピングエリアでも特別イベントを開催します。 

 

◆日 時 2010年 12月 4日(土) 

◆場 所 西部コミセン、ワイン城 1階ショッピングエリア 

   ※詳しい内容は、新聞折込チラシ等を参考にしてください。 



「北海道暮らし・フェアｉｎ東京」に参加しました 

 
 
 
 
 
 
 
    
      北海道暮らし・フェアｉｎ東京        来年４月に移住を検討する来場者 

 

 11 月 13日(土)に開催された「北海道暮らし・フェアｉｎ東京」に移住促進協議会の渡辺会長 

ら 4名が参加し、池田町への移住に関する相談を行って来ました。 

 当フェアには北海道 38市町村が参加し、約 1200 名の来場者に各町村が我が町の情報を熱心 

に説明。当町では具体的な移住相談も多く 12月に池田町へ物件を見に来る方への具体的なスケ 

ジュール調整や、来年 4月に移住を検討している方と住宅建設に関する相談等もあり、今後発展 

が期待できる有意義な参加となりました。 

 また、移住体験住宅の利用についても関心度が高く、予約相談も在り、来年度の稼働が期待で 

きそうです。 

   

IKEDA イルミネーションコンテストを実施します 

 

商工会青年部主催、池田町商工会、池田町観光協会、十勝池田法人会池田地区会、池田町ワイン 

スタンプ会協賛による「IKEDAイルミネーションコンテスト」を今年も実施します。 

◆募集期間   平成 22年 11月 30日(火)～12月 15日(水) 

◆審査期間   平成 22年 12月 20日～21日(午後 6時～9時) 

  ※詳しい内容については、新聞折込チラシを参考にしてください。会員の皆様の参加をお待ち 

しています。 

 

心当たりありませんか？ 

 商工会館職員通用口前に、写真の自転車が放置されています。いつ頃からかは定かではありませ

んが、ワインまつりと前後する時期と思われます。心当たりがある方はお問い合わせください。 

 持ち主が現れない場合は、警察に届け出をいたします。 

 

  



《コラム》 

 最近俄に「TPP(環太平洋連携協定)」が注目されている。先の APEC で日本政府が、参加を前提とした協議を

開始し、来年 6 月までにその可否を決定するという宣言を行った。 

TPP に参加すると、物品貿易については、原則として全品目について即時または段階的関税撤廃となる。品

目、分野によりプラス・マイナスはあるが、全体として GDP は増加するとみられている。もし、韓米 FTA(自由貿

易協定)が発効すれば、日本企業は米国市場で韓国企業より不利になるが、TPP 参加により同等の競争条件

を確保できるとしている。また、参加をしなければ、日本抜きでアジア太平洋の実質的な貿易・投資のルール作

りが進む可能性があり深刻な問題だ。この TPP、日本の経済を支えている輸出関連産業(自動車、電気電子、

機会産業)については、このうえない朗報だ。関税がなくなれば、価格面に加えて技術力、品質の勝る日本製品

は優位な状況となる。このようなことから、 国全体としては、経済団体を含め概ね参加を歓迎する意向だとい

う。しかし、農業王国北海道としてはとても容認出来るものではなく、道議会、各地方議会においても、早々に

参加反対の決議をして、国に対して猛烈に抗議を行っている。道内各地では反対する集会が相次いでいる。11

月 28日には、十勝としての 3,000人規模のTPPに反対する大集会が音更町で開催される。農業関連だけでは

なく、商工会を含めた各種経済団体も参加する。 

  TPP に参加し、関税が撤廃されると、高い関税で保護されている農業は大きなダメージを受ける。安い農産

物がどっと国内に入ってくる。価格面ではとても太刀打ちできない。食糧自給率 40%の日本では、参加により、

14%まで自給率は下がると試算されている。 

農業部門だけが打撃を受ける。そう思っていた。しかし違っていた。 

先日、TPP に関する「農商工連携セミナー」が開催され、参加をしてきた。その中で話されたのは、影響を受

けるのは農業だけではなく、それに付随する各種関連業界も同様ということだ。 

 十勝総合振興局が試算した結果は、農業産出額で、1,382 億円、関連企業で 1,298 億円、地域経済で 2,357

億円、影響額合計で 5,037億円。雇用で 4万人それぞれ失われるという。この数字は、十勝管内だけてある。こ

れが、北海道全体となると、農業産出額で、5,563億円、生産条件不利補正交付金617億円、関連企業で5,215

億円、地域経済で 9,859 億円、影響額合計で 2 兆 1,254 億円。雇用で 17 万 3 千人、 

農家戸数 3 万 3 千戸が失われる。妙に説得力があり、驚くべき数字である。日本全体の国益も考えなければな

らないが、地方のしかも食糧供給の大部分を占めている十勝、北海道の農業を含めた経済も守らなければな

らない。今後の動向に目が離せないのと同時に、これから日本はどう進んでいくのか大いに注目したい。けっし

て対岸の火事ではない。 (T・O) 

 

 

 11 月 

          28 日 TPPに反対する十勝大集会              於 音更町 

        30 日 第 3回理事会                    於 商工会館 

 12 月 

      1日  スタンプ会年末大売り出し 31日まで 

2日  道商工連「建設業システム説明会」         於 商工会館 

      3日 十勝管内商工会臨時総会               於 帯広市 

         商工会職員協議会役員と商工会長の懇談会       於 帯広市 

      4日 冬の物産展                     於 西部コミセン 

         冬の物産展                      於 ワイン城 


