
 

                    

    

 

 

SL とかち号が走りました！ 
 

8月 31 日(金)、9月 1日(土)、2日(日)の 3日間、帯広⇔池田間を「SLとかち号」が走りました。 

今年で 3回目の運行です。 

商工会は、女性部の皆さんが、「歓迎の横断幕」、十勝ワイン、グレープジュースの振る舞いで協

力。また、池田駅前には、歓迎のテント村が出現。管内各地から出店した業者が特産品を販売し、

歓迎しました。お手伝いいただいた女性部の皆さん、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。 

 

●●● SL とかち号写真特集 ●●● 

      

      女性部による歓迎                  SLとかち号入線 

     

      振る舞いコーナー                  振る舞いは大混雑 
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         奮闘中！                   賑わうテント村 

     

       チビッ子 1日駅長                   出発進行！ 

 

実践型防犯教室が開催されました 

 9月 5日(水)、池田警察署に於いて「実践型防犯教室」が開催されました。 

池田警察署からの呼びかけで行われ、女性部の皆さんをはじめ、13 名が参加。 

札幌の進栄ロックサービス（株）代表取締役、高橋進氏を講師として、1時間半いろんな講義を

受けました。 

高橋氏は、北海道警察部外委託講師で総合防犯設備士でもあり、全道各地で防犯に関する講演活

動をしています。 

北海道内における昨年 1年間の泥棒の侵入手口は 

第 4位 こじ破り 83件 

第 3位 特殊工具等で不正開錠 199 件 

第 2位 ガラス破り破壊 710件 

第 1位 無施錠 1150件 

であり、北海道型とも言える「無施錠」が一番被害軒数の多い状況となっています。 

防犯教室では、実際にガラスを割ってみるなど、体験も出来ました。 

また、自転車盗、車上ねらいなどの被害に遭わないためなどの講義もあり、私たちの身近なとこ

ろに犯罪は潜んでいる。こうした犯罪を防ぐためには、一人ひとりの自覚が大切だと話されていま

した。 

参加した皆さんは、防犯への意識を新たにしていました。 

商工だよりでは、池田警察署から情報をいただき、事件、事故、犯罪防止の啓蒙を行っています。 

参考にしていただければと思います。 
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 ◆実践型防犯教室◆ 

    

講師の高橋氏                   参加された皆さん 

     

   これからガラスを割ります！                ガラス割り 

     

      ガラス割り                    ガラス割り 

 

永年勤続優良従業員表彰の日程決定 

 

 平成 24年度の永年勤続優良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 2日(金)  午後 6時から 

 2. 場 所 商工会館 2階会議室 
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第 39 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

7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。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『池田警察署からのお知らせ』① 

 出会い系サイト利用者の中には、女子中高生を狙って性犯罪を企てたり、薬物を勧める目的で登

録している者がいるなど、お子さんにとって危険がいっぱいです。絶対に出会い系サイトを利用し

てはいけません。お子さんには出会い系サイト、勧誘メールは『見ない』、万が一見てしまっても

サイトには『書き込まない』、出会い系サイトに限らずゲームサイト等であっても、インターネッ

トで知り合った人とは直接『会わない』の３点を指導し、合わせて携帯電話にフィルタリングを設

定しましょう。 

 

『池田警察署からのお知らせ』② 

 涼しい秋が近づき、これから自転車でのお出掛けが気持ち良い時期となりますが、自転車の防犯

対策はできていますか？自転車盗は道内における全窃盗犯の中で、もっとも発生件数が多く、１日 
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第 39 回秋のワインまつり開催要領 

 

 日 時 10月 7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 ～ 数量限定 

          ■アトラクション(予定) 

      「池田高校吹奏楽部演奏」、「池田町ワイン太鼓の会」、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) 

       



に約３０台が盗難被害にあっています。大切な愛車を守るためには、『路上にとめず、駐輪場を利 

用する』、『自宅や学校の敷地内でも油断せずにしっかり施錠』、『短時間の駐輪でも２ヶ所に鍵をか

けるツーロックを行う』、『防犯登録をする』の４点が有効です。 

 

『池田警察署からのお知らせ』③ 

 9月 7日午後６時ころから８日午前５時ころまでの間、浦幌町で、住宅敷地内に設置されたビニ

ールハウス内から、栽培していた野菜、果物が枝からもぎ取られ盗まれる被害がありました。この

ような被害を防止するためには、センサーライトの設置、庭先や家の周りを整頓する等、見通しを

良くして、犯人が隠れるスペースを極力少なくするといった対策がありますが、これらは同時に車

上狙いや空き巣の被害防止にもつながります。また、夜間住宅街をうろつく不審者等をみかけた場

合は、１１０番または池田警察署(572-0110)への通報をお願いします。 

 

『池田警察署からのお知らせ』④ 

 9月 23日午後 1時頃から午後 3時頃までの間、池田町内の公園駐車場で車上ねらいが発生しまし

た。被害者の方は、ワンボックスカーを駐車して近くで焼肉を楽しんでいたところ、運転席ドアの

取っ手が壊され車内に置いていた現金等が入ったバッグを盗まれました。犯人は車内から見える荷

物を狙います。駐車するときは人目に付きやすい場所を選び、車内にバッグ等は絶対に置いてはい

けません。これから池田町ではワイン祭り等のイベントも予定されていますので、お車でお出掛け

の際は十分ご注意を！ 

 

(部分掲載) 

① 一括適用制度の推進に向けてご協力をお願いします。 

日本年金機構においては、誤り防止・事務効率化の観点から、一括適用制度を推奨していくこと

にしています。 

今後、事業所調査の際に事業所の適用実態を把握させていただくため、貴事業所における本社の

管理下にある支社の情報等をお尋ねすることがありますので、ご協力のほどお願いいたします。 

《一括適用制度》 

 一括適用とは、本社、支社ごとに適用されている適用事業所で、本社で人事、給与等が集中的に 

管理されている場合には、本社・支社を一つの適用事業所として適用する仕組みのことをいいます。 

② 資格取得時のご本人確認の徹底をお願いします。 

日本年金機構では、資格取得の一層の適正化に努めることにしています。 

 つきましては、平成 24年 10月 1日受付分から以下の取り扱いとなりますので、事業主の方には

ご理解とご協力をお願いします。 

 ○ 基礎年金番号が未記入(年金手帳再交付申請書を添付の方は除く)の場合には、健康保険・厚

生年金保険被保険者資格取得届(以下「資格取得届」といいます)を一旦お返ししますので、 
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運転免許証等により、ご本人の確認をしてください。(確認書類の提出は必要ありません) 

  ○ ご本人確認ができない場合には、健康保険被保険者証の交付ができません。 

 ※資格取得届の提出時の本人確認の手順については、 

  (http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/dateil.jsp？id=2027)を参照ください。 

 

北海道最低賃金改正！ 

 本年 10月 18日より、北海道の最低賃金が下記のとおり改正されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道電力（株）より節電協力お礼の文書が届きました。(全文掲載) 

 

 

 

 

 当社は、今夏の特に電力需給が厳しい 7月 23日から 9月 14日の期間において、一昨年と比較し

て 7%以上の節電をお願いしておりました。 

 皆さまには、大変なご不便とご迷惑をおかけしましたが、節電にご協力いただき、何とか今夏の

厳しい電力需給状況を乗り切ることができました。厚くお礼申し上げます。 

 また、万が一の不測の事態への最終的な備えといたしました計画停電につきましも発動すること

なく、この期間を終えることができましたことに対しまして、心より感謝申し上げます。 

 今後は、夏場に酷使してきた火力発電所の点検や補修を可能な限り実施し、冬期の安定供給に備

えてまいります。このため、今後も火力発電所のトラブルが発生した場合には、厳しい需給状況と

なることも考えられます。 

 お客さまにおかれましては、引き続き、日常生活や経済活動に支障のない範囲での節電にご協力

いただきますようお願い申し上げます。 
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「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す。 

最 低 賃 金 額  時間額  719 円 

効力発生年月日  平成 24 年 10 月 18 日 
 

厚生労働省 北海道労働局  労働基準監督署(支署) 

今夏の節電へのご協力のお礼について 



         スーパーマーケット・トレードショー2013 

「北海道コーナー」出展者募集について 

 北海道ブランド販路開拓・拡大実行委員会では、スーパーマーケットを中心とする流通業関係者

のバイヤー・経営者が多数来場する「スーパーマーケット・トレードショー2013」に北海道コーナ

ーを設け、出展者を募集しています。詳細は下記のとおりです。 

記 

1. 開催日時 ： 2013年 3月 13日(水)～15日(金) 10時～17時※最終日は 16時まで 

2. 開催場所 ： 東京ビックサイト〈東全館〉東京江東区有明 

3. 申込締切 ： 平成 24年 10月 10日(水) 

       ※但し先着順、予定小間数(100小間)に成り次第締切。 

4. 募集対象  

  対象者  ：道内に本拠地を置く中小企業及び団体等。 

  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。  

5. 出店小間料 ： 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・使用料として 5,000円(税込)負担。 

  問い合わせ、申し込みは商工会まで。申込書等を用意しています。    

 

『北海道ブランド』輸出促進セミナー開催について 

 海外への道産品の販路拡大を目的に、「北海道ブランドの海外展開の新たな可能性」及び「北海

道食材を活用した飲食業の海外進出」をテーマとするセミナーが下記のとおり開催されますので案

内いたします。 

記 

1. 開催日時 ：平成 24 年 10 月 9日(火) 15時～17時 20分 

2. 開催場所 ：北海道経済センター8階 Aホール 

3. セミナー表題及び講師 

(1)  第１部 

表題 新たな発想で北海道ブランドを世界に！ 

講師 株式会社 UNITCOM  代表取締役 大野三規 氏 

(2)  第２部 

表題 飲食ビジネスの海外進出に伴う「北海道ブランド」の販路拡大 

講師 IS経営コンサルティング株式会社 代表取締役 坂口 到 氏 

4. 定員   ： 100 名 

5. 参加料  ： 無料 

問い合わせ、申し込みは商工会まで。申込書等を用意しています。 
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『ドームうまいもんワールド』(ナゴヤドーム)の開催について 

 平成 25年 4月にナゴヤドームで開催される「ドームうまいもんワールド」の開催案内がありました。 

 詳細は下記のとおりです。 

記 

1. 開催日時 ： 平成 25年 4月 4日(木)～7日(日)  

       4日・7日は、10時～18時、5日・6日は 10時～20時 

2. 開催場所 ： ナゴヤドーム(名古屋市東区大幸南 1-1-1 

3. 出店小間料： 

①  調理行為なしの場合 157,500円(税込) 

②  調理行為ありの場合 189,000円(税込) 

4. 申込締切 ： 平成 24年 12月 14日(金) 

問い合わせ、申し込みは商工会まで。申込書等を用意しています。 

 

 

 

  10 月 

     3日  第 3回十勝管内商工会長会議(移動会議)                 於 上士幌町 

7日 第 39回池田町秋のワインまつり               於 イベント広場 

     9日  十勝管内商工会女性部移動部長会議           於 池田町 

        15 日 パソコン研修(18 日まで)                   於 商工会館 

    25日 十勝管内商工会事務局長研修              於 帯広市 

 

  11 月 

       2日 永年勤続優良従業員表彰式               於 商工会館 
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