
       

滝川バトントワリングクラブ、レ

イアロハ フラスタジオ砂川支部

の皆さんのパフォーマンスに熱い

声援が送られていました。

また、おなじみの商工会女性部

のみそおでんや青年部で初出店の

小林ジンギスカンをはじめとする

模擬店も大好評で、ご来場の皆様

が笑顔で過ごしていました。

イベント開催にあたりご協賛い

ただいた個人や事業所の方々へ改

めてお礼申し上げます。

https://ebeotsu.jp

江部乙商工会
〒079-0462 滝川市江部乙町西12丁目1番15号

TEL 0125-75-2529/FAX 0125-75-6332/E-mail ebeotsu@rose.ocn.ne.jp

Ebeotsu Shokokai

発行・秋号
2022.10.25

とっても え～べ～！オツなくらし 困ったなァ～と思ったら……まずあなたのための商工会へ！

江部乙夏の一大イベント復活！

加入事業所名 業種 種別
会員増強運動実施中！

お取引先やお知り合いの方で入会

希望の方、未加入の方をご紹介くだ

さい。

３年ぶりとなるカヤギニまつりが開催されました。

1 株式会社スカイリバー コンビニエンスストア 一般

（セイコーマート江部乙店）

2 社会福祉法人 滝川市社会福祉協議会 社会福祉事業 定款

理事会において、次の事業所の加入が承認されましたのでお知らせします。

江部乙の夏を盛り上げる一大イベント「カヤギニまつり」が７月２３日（土）に改善センター駐車場にお

いて盛大に開催されました。新型コロナの影響で２年間中止を余儀なくされていましたが、席数や利用時間

の制限や会場をネットフェンスで囲い、入場口で検温・消毒や連絡先の記載をお願いするなど、感染対策を

行った上で開催し、市内外から１，２００名を超える皆様にご来場いただきました。

イベント当日は、コロナ禍でなかなか発表の機会がなかった屯田太鼓保存会や江部乙小学校のヨサコイ、

会員の加入をお知らせします‼ 

えべおつスマイルマルシェ２０２２を開催します！

好評をいただいている「えべおつスマイルマルシェ」を今年も開催します。

地域の採れたて農産物、加工品やジンギスカン、焼きたてパンなどをご用

意しました。大変お得な限定商品「スマイルセット」の販売やお米の計量

当てクイズも行いますのでもぜひお越しください。

日時 １０月２９日（土）午前９時～午前１１時 ※小雨決行

場所 江部乙商工会駐車場

お問い合わせ 江部乙商工会 TEL 75-2529

※マルシェ終了後、地域清掃を行いますのでご協力をお願いします。

空知管内商工会女性部連合会結成５０周年

記念式典が開催されました

れ、当商工会女性部

からは嶋田女性部長、

鈴木(恵)副部長、鈴

木(和)副部長が出席

し、女性部連合会結

成５０周年を祝いま

した。

10月5日、岩見沢市の平安閣において、空知管内商

工会女性部連合会結成５０周年記念式典並びに記念

講演が行われました。記念式典は、道商工女性連会

長、管内商工会長などの関係者の出席により開催さ



工会活動から商
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江部乙のマチを一緒に考えませんか！

農村環境改善センターを拠点に活動する「えべおつ市民大学 乙なカレッジ」では、これまで講演会やコンサ

ート、映画上映など様々な一般教養的な事業を行ってきましたが、人口減少や高齢化によってマチが寂れていく

現実を見たとき、将来に向けて何か動かなければならないのではないかと思い企画した「乙なカレッジ」まちづ

くり学部の事業です。

江部乙には積極的に活動する市民や丸加高原をはじめとする美しい景観があります。可能性を秘めた江部乙で

何ができるのか一緒に考えてみませんか。

講師は観光庁「観光カリスマ百選」にも認定されている、観光ビジネス総研株式会社代表取締役の刀根浩志さ

んです。お気軽にご参加ください。お申し込みは農村環境改善センター（75-2131）まで。

北海道内の事業場で働くすべての労働者（会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働く

すべての人）及びその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されています。

北海道最低賃金
みんなでチェック！最低賃金。

時間額 ９２０ 円 効力発生年月日 令和４年１０月２日

○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。

○最低賃金以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。

○特定の産業(「処理牛乳・乳飲料・乳製品・糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器

具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く方には、北海道の特定(産業別)最

低賃金が適用されます。

【お問い合わせ先】 厚生労働省北海道労働局労働基準部賃金室 011-709-2311(内線3533)

滝川労働基準監督署 0125-24-7361

北海道では、新型コロナウイルス感染症による売上の

減少に加え、原材料等の高騰による影響を受けている中

小・小規模事業者、個人事業者の皆様の事業継続に向け

た一助とする支援金を給付しています。

道内事業者等事業継続緊急支援金のご案内

給付額 中小・小規模事業者 １０万円

個人事業者 ５万円

受付期間 １２月２３日（金）終了

【お問い合わせ先】

■コールセンター 011-350-6711（平日8:45～17:30）

■専用ホームページ https://kinkyushien-r4-hokkaido.jp/

開催間近！

チャリティープロレスin江部乙
江部乙商工会青年部主催のチャリティープロレスが

迫ってきました。江部乙のヒーロー・メタボタイガー

の雄姿も見られます。必殺技の空中殺法が炸裂するか

乞うご期待！

入場は無料ですのでぜひご来場ください。

日時 １０月２９日（土）

午後２時試合開始（午後１時開場）
※メタボタイガーの試合は午後１時３０分頃からです。

場所 滝川市農村環境改善センター体育館

えべおつ市民大学 乙なカレッジ「まちづくり学部講演会を」開催します‼

※給付要件がありますのでご確認ください。
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１０月９日（日）、駅カフェの一環として國學院大學北海道短期大学部・舛井

ゼミの学生が、ハロウィンの仮装をして子どもたちと秋晴れの江部乙のマチを練

り歩きました。思い思いの仮装をした大学生と子どもたち、保護者、約５０名が

中小企業１１９専門家派遣事業のご案内

中小企業１１９は、中小企業、小規模事業者のための

経営相談と専門家派遣事業です。事業者の皆様が抱える

様々な経営課題に対して、支援機関が専門家を派遣して

課題解決をサポートします。

経営課題の解決で悩んだときは、まず支援機関に相談

してください。

支援機関は、皆様のお悩みに回答するだけでなく、解

決の難しい課題も中小企業１１９に登録されている専門

家に支援を依頼することができます。中小企業の経営に

関わる各分野の専門家が、課題解決に向けたお手伝いを

します。詳細は中小企業１１９ホームページをご確認く

ださい。 https://chusho119.go.jp

江部乙駅前を出発。子どもた

ちは笑顔で、ご協力いただい

た渋谷商店、守谷商店、坪田

金物店の店先でお菓子を受け

取っていました。

渋谷商店の渋谷洋さんは、

「小さい子どもたちと触れ合

う機会は少ないので楽しい時

間でした」と話していました。

１０月２１日（金）、滝川市内の学

校を開放するコスモスデーにあわせ、

江部乙小学校で江部乙屯田太鼓の出前

授業が行われました。

３・４年生の総合的な学習の一環と

して「地域の伝統文化を知る」ことを

目的に行われたもので、屯田太鼓保存

会の守谷会長ら３名が小学校を訪れ、

子どもたちは屯田太鼓の歴史を学んだ

あと、実際に太鼓に触れて理解を深め

ていました。



自動車整備工場の工場長として日々奮闘する傍ら、メタボタイガーとしてマスクを被り

マチを盛り上げている小林さんに仕事とプロレスへの熱い思いを伺いました。

ら柔道しかないと思って（笑）

―プロレスとの出会いは？

小林：目覚めたのは小学４～５年生

の頃かな。全日本プロレスにいた三

沢光晴が２代目のタイガーマスクの

頃から見ています。憧れのレスラー

はタイガーマスクというより三沢光

晴。受身の名手でした。

―プロレスの魅力は？

小林：プロレスには受ける美学があ

ります。技をかけられていかにそれ

を派手に見せるか。ただ投げるだけ

が強い、面白いってことではないん

ですよ。そこが魅力ですかね。

―リングに上がるきっかけは？

小林：高校３年生のときに本気でプ

ロレスラーを進路に考えましたが身

長制限があって断念しました。以来

いつかはリングにと思っていたとこ

ろ、商工会青年部長のときプロレス

を呼んだことがきっかけですね。

―メタボタイガー誕生秘話は？

小林：秘話らしい秘話はないんです

が、北都プロレスを呼んだときに前

座で遊ばせてくれるということにな

りマスクを被るようになりました。

ちなみに、マスクは中学生のとき観

に行ったプロレス会場で買ったもの

で、もう２０数年使っています。

―どんなキャラ？得意技は？

小林：ゆるキャラかな。空中殺法を

しそうでしない（笑）得意技は受身

ですね！上手に受け流すこと。

―メタボタイガーとして皆さんへメ

ッセージを

小林：いくつになっても夢やチャレ

ンジ精神を持っていてほしいですね。

プロレスで江部乙が盛り上がればい

いなと思うので、まずは２９日のご

来場をお待ちしています。

―現在の会社に入って何年目？

小林：１４年目です。自動車短大を

卒業して北海道日産に入社したんで

すが、思うところがあって転職しま

した。よそで直せないものを直せた

ときは達成感がありますね。

―仕事で心がけていることは？

小林：まずは安全第一。事故、怪我

がないようにと心がけています。今

は車のサポート機能なども標準化し

ていますが、そういう部分をきちん

と調整できないと安心してお乗りい

ただけません。そのためにも町工場

でもできるという技術をどんどん覚

えていかなければと思っています。

―今の車は手をかけられる部分が減

っているのでは？

小林：そうですね。電気的な部分や

コンピュータ操作の部分が多くなり

ました。簡単にこれはだめだから換

えてみようと言いたいんですが、ひ

とつひとつが高価だし、ポンと取り

換えて終わりということにはしたく

ありません。

―将来に向けて必要なことは？

小林：脱炭素社会に向けて車も変わ

ろうとしています。今後、１０年後

２０年後にはすべて電気自動車にな

ると思うので、それに必要な技術の

習得と設備投資をしていかないと生

き残ることはできないと思います。

来てくださる方が気軽に入ることの

できる整備工場を目指していますの

でぜひご来店ください。

―プロレスの話を伺う前に学生時代

何かスポーツは？

小林：高校生、大学生の頃は柔道を

やっていました。中学生のときはソ

フトテニス。もともと格闘技がやり

たかったし、太っていたのでやるな
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編 集 後 記

朝晩の冷え込みも厳しくなり、暑

寒別岳の山頂もすっかり白くなり

ました。この時期のお楽しみは何

といっても丸加高原からの雲海で

しょうか。晴れた日の朝はそんな

に早起きしなくても素敵な風景が

見られるかもしれませんよ。

事務局長 森 昌之

会員インタビュー

～隔月(奇数月)第３水曜日(要予約)～

11月2日(水) 13:00～15:00

司法書士による無料相談会

会 場 江部乙商工会館

講 師 木村幸一(司法書士・行政書士)

内 容 登記、少額訴訟、会社設立、相続その他
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小林 純児
こばやし じゅんじ

メタボタイガー

PROFILE

プロレスをきっかけに江部乙の活性化を！

昭和55年砂川市生まれ。

北海道自動車短期大学（現・北海道科学

技術大学）を卒業後、北海道日産株式会

社を経て現在の有限会社嶋田モータース

に入社、自動車整備22年の経験を活か

して工場長として活躍してする傍ら小学

生の頃から憧れていたプロレスの世界に

身を投じ、町内で開催されるプロレス興

行にはメタボタイガーとして試合も行っ

ている。

江部乙商工会青年部メンバー。

（有）嶋田モータース工場長


