第 34 回の「いけだ夏まつり」を 8 月 15 日(木)に開催します。
「いけだ夏まつり」は、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。
◆実施日

：8 月 15 日(木)

今年のメイン会場は、大通 4・5 丁目です。
★★行事内容★★

第 34 回いけだ夏まつり
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(池田高等学校・商工会)
17：00～17：40 水風船ナイスキャッチ(池田町 4 団体青年部)
トカップスパークリングコルク飛ばしナイスキャッチ
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
広部自動車様駐車場
※ちびっ子縁日

16：30～20：00

※夏まつり本部：大通 4 丁目

旧新津製麺様前
椿税理士事務所跡
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十勝ワイン 50 周年記念行事が開催されました
7 月 7 日(日)、十勝ワイン 50 周年記念行事の第 2 弾として、2 つのイベントが開催されました。
1 つ目は、
「ワイン樽ころがし競争 in いけだ～十勝ワイン 50 周年記念 2013 わーるトカップ杯」
がワイン城下で、2 つ目は「十勝ワイン 50 周年記念感謝パーティー」がワイン城横のイベント広
場でそれぞれ行われました。
当日は、最高気温が池田町で 33.9 度を記録。全道一高い気温の中での開催でした。
「ワイン樽ころがし競争」には、町内外から 10 チームが参加。各チームとも大きな樽を操るのに
悪戦苦闘。観客の笑いを誘いながら、タイムを競っていました。
一昨年に続いての開催で、優勝は、NEXCO マナーテイーズ。体力とチームワークの勝利です。
「十勝ワイン 50 周年記念感謝パーティー」には、町民を含め約 2,000 名が参加。ワインまつりに
似た形式のパーティーでしたので、通常のワインまつりには参加出来ない町民の方も、雰囲気を楽
しんでいました。
パーティーには、日本全国から、
「ふるさと池田会の皆さん」、
「十勝ワイン友の会」をはじめと
した、十勝ワインの応援団が集結。猛暑の中、感謝パーティーを堪能していました。
メインの「牛の丸焼き」には、商工会青年部が全面協力。青年部の皆さんお疲れさまでした。そ
して有難うございました。
「十勝ワイン 50 周年記念行事」は、6 月 19 日の記念式典に続き、
「感謝パーティー」で大きな山
を越えたことになります。次の 50 年に向けて更なる飛躍を期待します。
◆ワイン樽ころがし競争

たるたる君も PR

参加した皆さん

ラフにつかまり悪戦苦闘

3 人一組の長距離走
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◆十勝ワイン 50 周年記念感謝パーティー

入場開始

牛の丸焼きに長蛇の列

さながらミニワインまつり

ソムリエによる「ベネシアンドール」実演

第 25 回いけだ DE ナイトが開催されました
7 月 27 日(土) 第 25 回いけだ DE ナイトが開催されました。
曇りの天候の中、そして後半には雨も降り出しましたが、1 年ぶりの開催ということもあり、多
くの町民が繰り出しました。
3 つの会場では、特に子どもたちの姿が目立ち、昨年までの女性部・青年部のイベント「お化け
屋敷」に替わる「捜査中」では、隠れた「ゾンビ」を探す子供達の歓声が聞かれ、夏休み中のイベ
ントということもあり、賑わいを見せていました。
企画・運営に携わった実行委員の皆さん有難うございました。

✩第 25 回いけだ DE ナイトフォトスナップ集✩

狙いを定めて(1 丁目)

スマートボールに挑戦(1 丁目)
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うまく釣れるかな？(1 丁目)

ビンゴカード発売に長蛇の列(4 丁目)

賑わう 4 丁目広場

5 丁目も大盛況

ゾンビを探せ！

ゾンビを囲んで・・・・

《各種お知らせ》
十勝ワイン 50 周年記念シンポジウム「未来の北海道産ワインを語る」の開催について
十勝ワイン 50 周年事業の第 3 弾として、標記のシンポジウムが開催されます。第 1 部では、国際
ソムリエ協会会長の「田崎真也」氏の「国産ワインの展望について」と題した基調講演が行われ、
第 2 部では、北海道産ワイン醸造の第 1 線で活躍する、道内ワイナリーの気鋭たちが一堂に会し、
「未来の北海道産ワインについて考える」と題し、パネルディスカッションを行います。
参加希望の方は
① 入場料は無料ですが入場整理券(1 枚で一人入場可能)が必要です。
郵便往復はがきに記載事項を明記の上、申し込みください。
② 記載事項
郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号
－4－

申し込み先
〒083-8650

池田町西 1 条 7 丁目 11

池田町役場

十勝ワイン 50 周年記念シンポジウム事務局宛

③ 応募期間
8 月 15 日(木)必着。申し込み多数の場合は抽選のうえ返信用はがきで抽選結果を送ります。
※この件に関する問い合わせは、池田町役場企画財政課まで 015-572-3112

『池田警察署からのお知らせ』①
海や川、危険もいっぱい、ご用心
毎年 7 月から 8 月にかけて、水の事故が多く発生しています。水の事故に遭わないためには、
『水
辺で遊んでいる子どもから目を離さない』
、
『海水浴場等指定された場所で自分の技量や体力に応じ
て泳ぐ』、
『体調不良時に無理をしたり、お酒を飲んでの遊泳をしない』、
『釣りや水上オートバイを
楽しむ時は必ず救命胴衣を着用し、安全な場所を選ぶ』を守りましょう。また、外出時、就寝時に
は窓を開けっ放しにせず、しっかり鍵かけをして新入窃盗被害防止にも気を付けましょう。

『池田警察署からのお知らせ』②
ガソリンが盗難被害 ！(浦幌町)
7 月 16 日昼から 7 月 17 日昼にかけて、浦幌町内の農家の倉庫内から、ガソリン約 80 リットル
の盗難被害が発生しました。被害者は倉庫の扉を開けたままにしていて被害にあっています。この
ような事件の被害を防ぐため、農家の皆さんには、『夜間は敷地の入口をチェーン等で閉鎖する』、
『倉庫や物置の出入口、窓の施錠を確実に行う』
、
『倉庫付近にセンサーライトや防犯カメラを設置
する』等の防犯対策をお願いします。
※上記お知らせは、池田警察署から情報を提供してもらい、掲載しています。

全国健康保険協会北海道支部より(全文掲載)
全国健康保険協会からのお知らせ
・年に一度は「検診」を受けましょう！
協会けんぽでは「生活習慣病予防検診」
「特定保健指導」を実施しています。本年度の生活
習慣病予防検診につきましは、事業所さまあてにご案内済みです。従業員の皆様の健康管理
の一環として、ご活用ください。また、協会けんぽでは、生活習慣病予防検診の受診結果に
より、メタボリックシンドロームのリスクの度合いに応じて、生活習慣改善が必要な方に
「特定健康指導」を無料で実施しています。
・ジェネリック医薬品を上手に活用しましょう！
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、効き目や安全性が実証されてきた先発医薬品と同等で
あると国に認証された低価格なお薬です。お使いのお薬にジェネリック医薬品がある場合は、
ジェネリック医薬品を使用することにより、お薬代の負担の軽減につながります。
全国健康保険協会北海道支部 ☎011－726－0352(代表) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
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「北海道委託/地域若年者就職活動支援事業」協力のお願い
北海道の委託を受けたキャリアバンク（株）から下記の協力依頼がきています。
地域若年者就職活動支援事業「合同企業説明会」について
池田町にて開催を予定しております、地域若年者就職活動支援事業の一環として「合同企業説
明会」の実施を企画しております。つきましては、実施に際しまして事業所の参画が不可欠であり、
趣旨ならびに内容をご理解いただき、ご協力いただけますようお願い申し上げます。
◆説明会の目的・概要
(学校側)

各分野の第一線で活躍する職業人の方々との対話を通して、職業観を高めるととも
に、自らの進路選択の一助とさせる。

(企業側)

高校生と直接対話することで、生徒の状況を多角的に観察してもらい、今後の採用・
人事等の材料としていただく。

(概

要)

開催校である“池田高校”を会場に、複数企業の採用担当者にお集まりいただき、
就職希望の生徒へ職業意識を形成できる情報を発信していただく。

◆今後の進め方
「合同企業説明会」は下記の予定で進めます。
① 開催予定時期

9 月下旬～10 月中旬
・一回目の応募で内定に至らなかった生徒さんへのフォロー ➾2 社目の応
募…就活の意識が高まった時期

② 内容等

・参加企業 ：

3～4 社

・説明会のイメージとしては
ア) 参加企業に学校に集まっていただき、順番に説明・PR 等をする。
イ) 会社見学バスツアー ： 参加企業を順番に訪問して説明を受ける。
・説明会の趣旨に照らして、複数の池田町企業の参加を希望。
・企業様にお話しいただきたい内容等は事前に調整します。
◆関係機関との連携
説明会の実施に向けて下記機関への協力を要請しています。
・十勝総合振興局商工労働観光

・十勝教育局

・池田町商工労働観光

・池田町商工会

・ジョブカフェ・ジョブサロン帯広

・幕別町商工会

・ハローワーク帯広

・ハローワーク池田

◆参加企業確保に向けてのお願い
下記のような事業所を募集しています。
☆今年度、既に求人があることが判明している企業
☆定期的に求人(採用)実績がある企業(町内・近隣町村)
☆地域の活動に積極的であり、本事業への協力が見込まれる企業
以上
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商工会月刊ダイヤリー
8月
2日

商業部会

於 商工会館

5 日 スタンプ会理事会

於 商工会館

8 日 観光・サービス業部会

於 商工会館

15 日 第 34 回いけだ夏まつり

於 大通 4・5 丁目

納涼花火大会

於 河川パーク

22 日 JR 釧路支社陳情
十勝帯広はまなす会講演会・懇談会
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於 北海道ホテル

