
 

                    

    

 

 

SL ふたたび ! 
 

 9 月 2日(金)、3日(土)、4日(日)の 3日間、帯広⇔池田間を「SL とかち号」が走りました。 

昨年に引き続いての運行です。今年は、日数が 1日増えて 3日。客車も昨年の 4両から 5両へ増

え、グレードアップしての運行でした。 

池田駅前には、歓迎のテント村が出現。町内はもとより、十勝管内からの出展もあり SL、十勝の

グルメを堪能しました。 

残念ながら 3日の日は、台風の影響で風雨が強く、テント村は中止となりましたが、十勝ワイン、

特製グレープジュースの無料サービスは実施されました。 

商工会も、観光協会からの要請で側面支援参加。女性部はワイン、ジュースの振る舞いコーナー

を担当。青年部は、ソーセージ、ハンバーグの販売。そして、ワインまつりの PRを行いました。 

初日は、女性部が歓迎の横断幕を持ち、ホームで乗客の出迎え。横断幕の前で記念撮影をする人

もあり、池田駅は歓迎一色となりました。 

お手伝いいただいた皆さん、有難うございました。 

次年度以降も継続を期待したいものです。 

余談ですが、撮り鉄と呼ばれる「鉄道ファン」にとっての SLは格別のものだそうです。重い撮

影機材を持って、遠く本州から駆けつける人もいるとか・・・・ 

そう言われてみると、昨年見た顔も何人かは居たような気がします。 

 

●●● SL とかち号写真特集(9 月 2日) ●●● 

         

        

        1年ぶりの雄姿                    ホームでお出迎え(女性部) 

 



   

        

          ホームに降り立つ乗客                   横断幕前で記念撮影 

 

        

       SLとかち号                    ワイン・ジュースの振る舞い 

 

        

       賑わうテント村                         青年部屋台の PR 

 

        

          ちびっ子駅長と記念撮影                      出発進行! 

 

 



●●● SL とかち号写真特集(9 月 4日) ●●● 

     

            

       SLとかち号入線                      大勢に囲まれて 

 

        

     ワイン・ジュースの振る舞い                 賑わうテント村 

 

        

         ワインまつり PR                                      駅前広場にも・・・・ 

 

        

      振る舞いに長蛇の列                     混雑する広場 

 



 

第 38 回秋のワインまつり開催 
 

池田町観光協会主催、商工会青年部主管による「第 38回池田町秋のワインまつり」が来る 10月

2日(日)に開催されます。 

全国にその名を知られた池田町の一大イベントです。会員の皆様の協力宜しくお願いいたします。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

永年勤続優良従業員表彰の日程決定 

 

 平成 23年度の永年勤続従業員表彰の日程が決まりました。 

詳細は、同送の案内文書を参考にしてください。手続き等宜しくお願いいたします。 

 

 《日 程》 

 1. 日 時 平成 23年 11月 4日(金)  午後 6時から 

 2. 場 所 商工会館 2階会議室 

 

 

 

第 38 回秋のワインまつり開催要領 

 

 日 時 10月 2日(日)  雨天決行 

     9時 50分 入場開始     10時 まつり開始 

     13時 30分 入場締切     14時 30分 終了 

 会 場 ワイン城横イベント広場 

 内 容 ■バーベキユューコーナー 

      食べ放題 ：道産牛の炭火焼き  ～ 10時提供開始 

      数量限定 ：ビーフソーセージ、ビーフハンバーグ、鮭のチャンチャン焼き 

            池田町産じゃがいも、野菜 

            池田町産牛の丸焼き ～ 10時 30分提供開始(予定) 

          ■アトラクション 

      「池田高校吹奏楽部演奏」、「池田町ワイン太鼓の会」、ミスブドウ仕込みコンテスト、   

ワイン飲み当てコンテスト、ワインが当たる抽選会等 

     ■特産品、お土産の販売   10時～14時 30分 

 入場料 ■大人(前売 3,800円) 大人(当日 4,000円)  

            中・高校生 2,000円 小学生 1,000円 (幼児無料) 

       



 

2012 スーパーマーケット・トレードショー「北海道コーナー」の 

出展者募集について 

 

 北海道商工会連合会より、標記 2012スーパーマーケット・トレードショー「北海道コーナー」

への出展者募集案内がきています。 

 概略は下記のとおりですが、詳しい内容につきましては、商工会事務局までお問い合わせくださ

い。 

 

記 

1. 開催日時： 2012年 2月 1日～3日 

2. 開催場所： 東京ビックサイト(江東区有明) 

3. 募集対象 

① 対象者   道内に本拠地を置く中小企業及び団体等 

② 対象商品  商品に道産原料を活用していること。または道内で生産・製造加工してい 

る食料品等。 

4. 出展小間料： 基礎小間 150,000円(税込) 

       ※電気幹線工事費等は別途負担。 

       ※試飲・試食を行う場合、共同給排水設備工事・使用料して 5,000円(税込) 

                を負担。 

5. 申込締切 ： 平成 23年 10月 7日(金) 

              ※希望する会員は、商工会事務局まで。 

 

「第 52回全国推奨観光土産品審査会」の開催について 

 

 全国各地の観光土産品の中から食品衛生・品質・公正表示・郷土色などの審査を行い、合格品を

「全国推奨観光土産品」として推奨するとともに、その中で特に優秀なものに厚生労働大臣賞をは

じめ各大臣賞、各団体長賞などを授与することにより、観光土産品の発掘、育成等観光土産品業界

の発展・振興に寄与することを目的とした審査会が開催されます。 

 概略は下記のとおりですが、詳しくは商工会事務局にお問い合わせください。 

 

記 

1. 審査日：平成 23 年 12月 9日(金) 

2. 申込期間：平成 23年 10月 3日から 10月 31日までの間 

3. 審査料 ：１点につき 8,000 円。2点目からは 1点増すごとに 3,000円。 

 ※その他詳しい内容については、事務局にお問い合わせください。 

 
 



 

北海道最低賃金について 

 厚生労働省北海道労働局、労働基準監督署より、北海道最低賃金改定の案内がありました。 

内容は下記のとおりです。(全文掲載) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花壇の後片付け作業の協力について 

 

 大通を中心に、6 月に花を植えてから 4ヶ月になりました。今年は高めの気温・適度な雨のせ 

いもあり、花の成長も順調に進み、町行く人の目を楽しませてくれています。 

会員皆様の協力で植えた、マリーゴールド、サルビアの見事なコントラストが街中を演出してく

れました。 期間中、会員の皆様には除草や花の手入れ等、協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

 ワインまつり終了後、女性部では花の抜き取り作業を実施します。 

抜き取り、廃棄などの詳しい日程につきましては、改めてご案内します。皆様の協力重ねてお願

い申し上げます。 

 

 

神輿がやってきた！ 

 

 9月 23日(金)、平成 23年池田神社秋季祭典行事の一環として、神輿渡御が行われました。 

 商工会館前では、田岡会長外が出迎え、商工業の繁栄を祈願しました。 

 

 

 

「必ずチェック最低賃金！使用者も労働者も」 

 

北 海 道 最 低 賃 金 
  北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマ

ー、アルバイト等を含む)に適用される北海道最低賃金(地域別)が次のとおり改定されまし

た。 

 

    最 低 賃 金 額    時間額  705 円 

    効力発生年月日      平成 23 年 10月 6日 
 

厚生労働省 北海道労働局   労働基準監督(支署) 



 

         

          神輿渡御                    繁栄を祈願して・・・・ 

 

《コラム》 

 災害時の伝達手段をどうする・・・・ 

 防災無線、電話、電気、道路等の全ての情報伝達手段が不通になったらどうするのか。 

今は、携帯電話、インターネットしかないようである。NTT ドコモのエリアメールが現在可能であ

り、ソフトバンクは来年 2月から、KDDI は来春から利用できるようになるそうだ。地方自治体(現

在約全国で 250)も今後検討するだろうが、正確に情報伝達する方法はかなり難しい。大切なのは 

「絆」であろう。 

 総世帯数に対する 65歳以上親族を含む核家族世帯数の割合は約 25%(約 850 世帯)、総世帯数に対

する高齢単身世帯数の割合は約 10%(約 340世帯)。全国では標準世帯よりも、1 人で生活する単身

世帯のほうが多い。この世帯の方々の生活のお手伝いとして、「暮らしの助け合い」のように、困

ったことがあれば何でもできるような(例えば、買い物・除雪など)窓口が仕組みとしてあれば、も

っと暮らしやすくなるかな。絆をつくる仕組みとして。 

(N・T) 

 

 

 

  10 月 

      1 日 十勝いけだ地域医療センター開設式           於 医療センター 

     1日 十勝いけだ地域医療センター開設を祝う会         於 田園ホール 

      2日 第 38回池田町秋のワインまつり             於 イベント広場 

        17 日 パソコン研修(24 日まで。但し 18、22、23 日は除く)      於 商工会館 

    23日 岩手県山田町復興支援牛の丸焼き提供           於 岩手県山田町 

    23日 東京池田会池田町物産紹介イベント           於 東京都 


