第 32 回の「いけだ夏まつり」を開催します。
今年はスケジュールを元の時間に戻しての開催となります。
池田の夏を彩る一大イベントです。会員の皆様のご協力宜しくお願いします。
実施要領は下記のとおりです。
実施時間が昨年とは異なります。ご注意ください。

★★行事内容★★
16：30～17：00 オープニング(池田高等学校吹奏学部)
16：30～20：00 ちびっ子縁日(商業部会、工業部会、観光・サービス業部会、女性部)
17：00～17：40 水風船ナイスキャッチ(青年部)
17：50～18：20 ビンゴゲーム大会(総務・企画委員会)
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(工業部会)
20：10～20：30 親子盆踊り(観光・サービス業部会)
20：30～21：15 仮装盆踊り大会(商業部会、観光・サービス業部会)
21：20～21：45 表彰式
16：30～21：00 ワイン＆味覚(町民うまいもの広場)コーナー
広部自動車様敷地、有沢呉服店様横
※ちびっ子縁日 旧新津製麺前
※夏まつり本部：大通 5 丁目

川東様宅

第 23 回いけだ DE ナイトが開催されました
7 月 23 日(土) 第 23 回いけだ DE ナイトが開催されました。
ここ数年は、雨の中での開催が多かったのですが、今年は曇り空ながら絶好のイベント日和。
午後 6 時の開始時間から、子供達を含む多くの町民が会場に足を運び、1 年ぶりのイベントを楽し
んでいました。
例年のイベントに加え、今年は女性部・青年部合同企画による「お化け屋敷」が 3 丁目に出現。
開催前から問い合わせがあるなど関心を集めました。
「お化け屋敷」前には、入場を待つ長蛇の列が出来、新企画に対する期待の高さが伺えました。

✩第 23 回いけだ DE ナイトフォトスナップ集✩

1 丁目会場

混雑する 3 丁目会場

お化け屋敷入場を待つ長蛇の列

1 丁目会場(飲食コーナー)

4 丁目会場

お化け屋敷出現(3 丁目)

4 丁目会場

5 丁目会場

2011 こどもまつり in いけだ開催!
6 月 26 日(日)、池田町観光協会主催の第 2 回目の「2011 こどもまつり in いけだ」が田園ホール
前で開催されました。
晴天の中、多くの子供、家族連れが来場し、会場は昨年以上の盛り上がりを見せました。
商工会も女性部、青年部が参加。
女性部は、ジュースの無料提供、お馴染みの「チョコバナナフォンデュ」の実演・提供。
青年部は、焼き鳥の講習などを行いました。
協力いただいた、会員の皆様有難うございました。

女性部ジュースの無料提供

青年部

焼き鳥講習

女性部チョコバナナフォンデュ

各種展示で賑わう会場

《各種お知らせ》
教育委員会より、下記の要請があります。最近、児童生徒だけで花火遊びを行うために、花火・
ライター等を購入した経緯がありました。
販売にあたっては、下記事項を参考に対応宜しくお願いいたします。
要請文(全文掲載)
ライター等取扱いの皆様へ
池田町教育委員会
教育長 小山 眞作
児童生徒だけでのライター等危険物の販売について
初夏の候、貴職におかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
日頃より、本町教育行政の推進にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、6 月に本町児童（小学 2 年～5 年）5 名により、公園等で火遊びを行い、その際子どもたち
だけで花火・ライターを購入した経過がありました。
この件については、学校において児童及び保護者への指導を行うとともに、地域関係機関への説
明依頼を行うなど、学校全体で再発防止に努めているところであります。
つきましては、夏期休暇を控え屋外活動が盛んになる時節、児童生徒の健全育成の観点から、児
童生徒だけでのライター等危険物を購入する際には、販売しない又は理由の聞取りや注意喚起など
特段のご配慮をいただきたくお願い申し上げます。
〒０８３－００２１ 中川郡池田町字西１条７丁目
池田町教育委員会 教育課 社会教育係
電 話 ０１５－５７２－５２２２

アマゾンジャパン「北海道フェア」の事前説明会開催について
アマゾンジャパンは国内最大級の集客数を誇る総合オンラインストアです。
この度、アマゾンジャパン(株)では、Amazon.co.jp の特産品コーナー「Nippon ストア」で「北海
道フェア」として、北海道の特産品や伝統工芸品の販路拡大を目的とした企画を予定しており、開
催にあたり道内 6 都市で出展のための事前説明会を開催する旨案内がありました。
つきましては、ネット通販等に興味がある事業者様は、下記の申込方法によりお申込みできますの
でお知らせいたします。
１．事前説明会概要
（１）主催

札幌テレビ放送株式会社、アマゾンジャパン株式会社

（２）事前説明会開催日時及び場所
①帯広会場 平成２３年８月１８日（木） １４：００～１６：３０ 帯広商工会議所
②釧路会場 平成２３年８月１９日（金） １４：００～１６：３０ 釧路商工会議所
③北見会場 平成２３年８月２３日（火） １４：００～１６：３０ 北見商工会議所
④旭川会場 平成２３年８月２５日（木） １４：００～１６：３０ 旭川商工会議所

⑤札幌会場 平成２３年８月２６日（金） １０：００～１２：３０ ＳＴＶホール
⑥札幌会場 平成２３年８月２６日（金） １４：３０～１７：００ ＳＴＶホール
⑦函館会場 平成２３年９月２日（金）

１４：００～１６：３０ 函館市地域交流まちづ
くりセンター

（帯広、釧路、北見、旭川、函館会場は定員１００名、札幌会場は定員４００名）
（３）申込締切

各会場開催日の２日前まで
※ただし、定員になり次第事前に締め切る場合があります。

２．申込方法
（１）ＦＡＸの場合・・・別紙の申込用紙に記入のうえ、03-4288-4415 あて送付
（２）電話の場合・・・0120-999-245 （フリーダイヤル） ※平日 10 時～17 時（土日祝日は休）
（３）ＷＥＢの場合・・・http://amazon.co.jp/stv
なお、「事前説明会」の詳細、申込用紙については、商工会ホームページに掲載しています。
こちら（事前説明会資料、申込用紙）をご覧ください
「北海道フエア」開催案
内 http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/09/marketing/as/sales/Amazonhokkaidofairlon
g._V157869077_.pdf

平成 23 年度地域特産品販路開拓支援基金事業について
全国商工会連合会では、物産展開催期間以外の商品の販売機会確保策として、「地域力宣言 2011
いいもの選べるカタログギフト」の通販カタログを制作することとしました。カタログ誌上で、商
品について説明することにより、物産展に来場できなかった全国の消費者、流通関係者等幅広い
方々に商品のこだわりなどを認知していただき、販路拡大を図ることを目的としております。
つきましては、カタログギフト掲載等に興味がある事業者様は、下記の申込方法によりお申込み
できますのでお知らせいたします。
１．掲載の申込方法
（１）地域力宣言ホームページからの受付となります
（２）応募締切

平成２３年８月１５日（月）

http://www.local-power.jp
午後１時まで

※締切後のお申込みは受付されません。
（３）掲載の可否について
カタログ制作会社と調整の上、応募締切後７日間～１０日間以内にメールもしくはＦＡＸ
で掲載の可否が通知されます。
（４）掲載のキャンセルについて
掲載申込書の受付完了後のキャンセルは原則としてできません。
「地域力宣言２０１１ いいもの選べるカタログギフト」の詳細について
は、http://www.local-power.jp/join/data/data/00000000039_outline_pdf.pdf
を参考にしてください。なお、商工会ホームページにも掲載しています。

「ワイン樽ころがし競争」開催に伴うイベントクーポンの実施について
池田町観光協会より、「ワイン樽ころがし競争」開催に伴うイベントクーポンの実施の案内があ
りました。観光協会加盟の皆様には、すでに案内がされていると思います。内容等については下記
のとおりとなっております。
◆◆イベントクーポン開催要領◆◆
1.

主

催

池田町観光協会

2.

共

催

池田町商工会

3.

開催時期

平成 23 年 7 月 31 日(日)

4.

開催場所

参画事業所各店

5.

開催目的

イベント開催に伴う来場者に対しクーポン券を配布し、町内店舗の利用を促進
させ、町内を周遊してもらうことで地域産業の活性化を図る。

6.

開催内容

「ワイン樽ころがし競争 in いけだ」期間限定のクーポンイベント。
各参加店の割引情報を掲載したクーポン券を配布し、町内店舗の集客を図る。

7.

配布方法

「ワイン樽ころがし競争 in いけだ」イベント会場にて配布。

8.

参加内容

割引内容については参加店一任

9.

参加料金

なし。但し、割り引いた金額補填は行わない。

10. 参加申し込み
申込書に必要事項を記入し、池田町観光協会宛に申し込んでください。
申込期日：7 月 27 日(水)
その他、不明に点については、池田町観光協会まで問い合わせください。

《コラム》
小学校の方角から草刈り機のエンジン音が聞こえてくる。はじまったかなー・・・急いで堤防に
行ってみる。
よかった！まだサッカー場、野球場あたりの草を 6 台の草刈り機で刈っている。堤防の下を南に
向かって歩く。例年どおり野草の花が昨年よりも沢山の花を咲かせている。白いマーガレット、黄
色のたんぽぽもどき、ピンクの花のクローバー、名前の解らないオレンジ色の花が堤防を覆いつく
すように咲いている。そのグラデーションの綺麗なこと。風に吹かれて前後左右に波のように揺れ
る。
今年も見ることが出来てよかった。来年も今年より多くの花達に巡りあえますように。
(F・A)

商工会月刊ダイヤリー
7月
28 日

JR 釧路支社陳情

於

釧路市

29 日 夏まつり連絡会議

於 商工会館

30 日 町民ワインパーティー

於 ワイン城

31 日 ワイン樽ころがし競争 in いけだ

於

ワイン城下

4 日 観光・サービス業部会

於

商工会館

15 日 第 32 回いけだ夏まつり

於

大通 4・5 丁目

8月

花火大会

於 河川パーク

