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理

事

会

結

果

報

ることが承認された。

告

第４回 理事会（7月23日開催）
23日開催）
１．報告事項
⑴物流センター事業運営報告
6月の取扱い物量は14,934ケース、収入合計
6,089千円、支出合計7,125千円と報告。
⑵物流センター高度化資金６月末償還報告
6月末の約定償還である8,500千円を6月30日
㈪に実行したことを報告。
⑶岩手流通センター活性化委員会開催報告
第16回活性化委員会が7月3日㈭に開催され、
平成25年度事業報告及び収支決算、平成26年度
事業計画及び予算が承認された。今年度事業計
画の中で、5回目の開催となる活き活き祭は10
月12日㈰に福祉センター大ホールを主会場と
して開催することが決定した内容を報告。
⑷東北卸商業団地連絡協議会通常総会開催報告
7月4日㈮午後2時から東北商団連の平成26年
度通常総会が仙台卸商センターで開催された。
通常総会は、全国卸商業団地㈿連合会の栗原
眞専務理事と中小企業大学校仙台校の福村恭
校長を来賓に迎え、10団地の理事長、事務局長
等26名が出席し、会長である当組合の松田理事
長が議長となり平成25年度事業報告・収支決算、
平成26年度事業計画・予算が原案通り可決され
た。また、任期満了による役員改選では、会長
は各県の順番制となっており松田理事長から
仙台卸商センターの氏家理事長に引き継がれ
たことを報告。

第５回 理事会（8月29日開催）
29日開催）
１．提出議案
第１号 ㈱岩手衣料施設売却の進め方について
平成19年6月に破産した旧組合員㈱岩
手衣料の団地内施設を、買取希望業者が
更地にして買い取り、組合出資持分を引
き受けて組合に加入することが承認さ
れた。
第２号 ㈱中儀本店施設売却の検討について
旧組合員㈱中儀本店の団地内施設を、
㈱アウトレジャーが買い取り、組合出資
持分を引き受けて組合に加入すること
が承認された。
第３号

会社合併に伴う組合加入の承認につい
て
㈱ラサコーポレーション(第2部会所
属)は親会社である三菱食品㈱と合併す
ることとなった。三菱食品㈱が団地内施
設と組合出資持分を承継する旨申請が
あり、組合加入が承認された。

第４号

団地内施設の譲渡及び譲受人の組合加
団地 内施設の譲渡及び譲受人の組合加
入承認について
平成25年11月に破産した旧組合員㈱
木下の団地内施設を、㈱住建システムが
買い取り、組合出資持分を引き受けて組
合に加入することが承認された。
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⑸ラポールショッピング事業開始について
今年度からの新規事業として準備を進めて
いたラポールショッピング事業を販売側組合
員16社、購入側組合員27社の参加により、7月
14日㈪から開始したことを報告。
ラポールショッピングとは、団地内組合員従
業員が組合員各社で取扱う商品・サービス等を
組合員価格で購入及び利用できるシステム。

7月14日㈪正午からラポール盛岡において労務
厚生委員会を開催した。今後の委員会活動につい
て検討した結果、次の通り決定した。

２．提出議案
第１号 団地内施設及び組合出資持分の譲渡に
ついて
㈱内田洋行（第5部会所属）の施設及
び組合出資持分を㈱小山商会に譲渡す

⑵ボウリング大会開催について
今年度も開催する事に決定した。
また、ソフトバレーボール大会開催の意見
が出され、その内容について今後検討してい
くこととした。

＜議題＞
⑴平成26
平成26年度講習会等の開催について
26年度講習会等の開催について
介護制度とセクシャル・パワーハラスメン
トについての講習会を2回開催する事に決定。

（1）

部会・経営研究会・桐華会活動
・桐華会レディースボウリング大会
桐華会レディースボウリング大会
7 月 16 日 ㈬ 午 後 6 時
30 分 か ら ビ ッ グ ハ ウ
ススーパーレーンに
おいて開催した。昨年
に引き続き賞品には、
復興支援のため被災
地の特産物を活用し
た。
＜参加数＞
11社9チーム 36名
＜団体戦＞
優 勝 岩手繊維㈱Ｂ
1,005点
準優勝 ㈿盛岡卸センター
932点
第３位 ㈱山星屋・㈱トシマ混成
913点
＜個人戦＞
優 勝 佐藤育子（岩手繊維㈱Ｂ）
391点
準優勝 千葉悦子（ｵﾔﾏﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱）287点
第３位 佐藤幸江（㈱三協医科器械）
267点
・第１部会（繊維部会）ボウリング大会
第１部会（繊維部会）ボウリング大会
7月18日㈮午後7時から
ビッグハウススーパーレ
ーンにおいて開催した。
＜参加数＞
5社13チーム 39名
（男性24名、女性15名）
＜団体戦＞
優 勝 熟
男（エビー㈱）
準優勝 再
会（岩手繊維㈱）
第３位 丸幸商事Ｂ（丸幸商事㈱）
＜個人戦・男性＞
優 勝 鷹木 善美（エビー㈱）
準優勝 關根 俊一（㈱金 谷）
第３位 田上 忠仁（エビー㈱）
＜個人戦・女性＞
優 勝 天麻 由恵（丸幸商事㈱）
準優勝 佐藤 育子（岩手繊維㈱）
第３位 鷹木愉美子（エビー㈱）

875点
845点
807点
332点
304点
301点
325点
289点
285点

・第３
第３部会
第３部会・第
部会 第４部会合同ビアパーティー
7月18日㈮午後7時から市内において第3部会（建
設資材・設備）と第4部会（機械・器具）の合同ビ
アパーティーを
開催した。
パーティーに
は32社から114名
の参加があり、美
味しいビールと
毎年恒例のビン
ゴゲームで夏の
一夜を楽しんだ。

・経営研究会７月例会
経営研究会７月例会
7月23日㈬午後5時30分から市内において経営研
究会7月例会を開催した。
例会は、盛岡
公共職業安定所
次長の小野寺利
一氏を講師に迎
え、
「人材確保の
状況と方法」と
題して講演会を
行った。
講演では、求
人側と求職側の
双方からの視点で、最近の動向や採用選考の際の
ポイント、留意点など具体的な話を伺うことがで
きた。
また、質疑応答では求人申込書の記載内容等で
疑問に思っていたことを確認することができ大変
貴重な講演であった。
・第１部会（靴部会）
第１部会（靴部会）例会・
第１部会（靴部会）例会・納涼会
例会・納涼会
7 月 28 日 ㈪ 午
後6時から市内
において第1部
会（靴部会）例
会・納涼会を5
社7名の参加に
より開催した。
合同展示会で
の顧客状況や景
気動向などの情報交換を行い、部会員間の親睦を
深めた。
・第６部会納涼会
第６部会納涼会
8月1日㈮午後6時30分から市内において第6部会
納涼会を7社10名の参加により開催した。
冷たいビールを堪能しながら、業界最新の情報
交換を行い、交
流を深めた。
当日は、盛岡
さんさ踊りの
初日とも重な
り、会場周辺は
観光客で賑わ
っていた。

組 合 員 変 更 ・ 異 動 状 況
敬称略・〔

〕内は前代表者

＊代表者変更＊
・岩手県産㈱（第2部会）
代表取締役社長 田村均次〔和嶋憲男〕
・昭産商事㈱（第2部会）
代表取締役社長 四宮哲爾〔御法川修〕
・石橋ハマプラス㈱（第6部会）
盛岡支店 支店長 中村真一〔菊地秀男〕
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＊社名変更
社名変更＊
変更＊
・東芝コンシューママーケティング㈱（第4部会）
（旧社名：東芝テクノネットワーク㈱）
本
社：東京都千代田区外神田1-1-8
代 表 者：代表取締役社長 末澤光一
事業所名：東北支社 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ部 北東北ﾌﾞﾛｯｸ
盛岡サービスステーション
団地内責任者：ブロック長 阿部芳彦
所 在 地：矢巾町流通センター南3-5-5
TEL：637-3048 FAX：637-2792
＊所在地変更＊
・アムハード小西㈱
所 在 地：矢巾町流通センター南3-2-4
＊組合加入＊
・三菱食品㈱（第2部会）
業務内容：加工食品、低温食品、酒類、菓子の
卸売等
本
社：東京都大田区平和島6丁目1番1号
TEL：03-3767-5111
代 表 者：代表取締役社長 井上 彪
所 在 地：矢巾町流通センター南1-5-14
・㈱セキノ興産（第3部会）
業務内容：金属製屋根・壁材の加工販売等
本
社：富山市水橋開発277番12号
代 表 者：代表取締役社長 関野光俊
事業所名：盛岡店
団地内責任者：店長 田村雄三
所 在 地：矢巾町流通センター南3-7-16
TEL：638-5201 FAX：638-5231
・大通運送㈱（第5部会）
業務内容：貨物自動車運送業等
本
社：北上市流通センター6-20
TEL：0197-68-2662
代 表 者：代表取締役社長 伊藤久哉
所 在 地：矢巾町流通センター南3-2-15
・東北シート工業㈱（第5部会）
業務内容：イベント事業・テント販売事業・イ
ンテリア事業
本
社：盛岡市流通センター北1-4-9
代 表 者：代表取締役社長 細野裕之
TEL：614-0132 FAX：614-0137
＊組合脱退＊
・㈱ラサコーポレーション（第2部会）
・㈱岩手セキノ興産（第3部会）
・ダイナステージ㈱（第5部会）
＊賛助会員脱退＊
・東北シート工業㈱
・㈱東北フットサルトレーニングセンター

行
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2日㈫

岩手商工中金会
県北・盛岡地区懇談会（市内）
9月 4日㈭ 矢巾町商工会 経済交流会（矢巾町）
〃
第1部会（繊維部会）例会
9月 4日㈭～5日㈮
全国卸商業団地協同組合連合会
卸団地組合職員研修会（東京）
9月 5日㈮ 第1部会（靴部会）例会
9月 8日㈪ 第4部会 例会
9月 10日㈬ 第3部会 役員会
9月 12日㈮ 全国卸商業団地厚生年金基金
理事会（東京）
9月 16日㈫ 第6回 理事会
9月 18日㈭～19日㈮
全国卸商業団地協同組合連合会
事務局長会議（鹿児島市）
9月 19日㈮ 岩手トラックターミナル㈱
取締役会（市内）
9月 24日㈬ 全国卸商業団地厚生年金基金
代議員会（東京）
〃
経営研究会 9月例会（市内）
9月 26日㈮ 岩手県中小企業団体中央会
中小企業団体岩手県大会（市内）
10月 1日㈬ 流通神社例大祭
10月 2日㈭～3日㈮
関東甲信越・東北卸商業団地
連絡協議会交流会（山形）
10月 10日㈮ 岩手県中小企業組合士会
東北・北海道ブロック
研修交流会（遠野市）
10月 12日㈰ 岩手流通センター活き活き祭
10月 14日㈫ 第4部会 例会
10月 15日㈬ 第7回 理事会
10月 18日㈯ 経営研究会 ゴルフコンペ（岩手町）
10月 20日㈪ 協同組合八戸総合卸センター
創立45周年記念式典・
祝賀会（八戸市）
10月 23日㈭ 全国中小企業団体中央会
中小企業団体全国大会（東京）
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・ラポール盛岡１Ｆロビー催事予定
ラポール盛岡１Ｆロビー催事予定
催事内容
開催日
９
月
10
月

乾物・珍味販売
婦人服販売
たい焼・たこ焼販売
乾物・珍味販売
婦人服販売

４ １１ １８ ２５
２９ ３０
１０ ２５ ３０
２ ９ １６ ２３ ３０
１ ２７ ２８ ２９

※都合により追加・変更になる場合があります。

～ラポールショッピング参加募集中！～
盛岡卸センター内組合員・賛助会員従業員に対する福利厚生の一環として実施しております。現在、参加を随時募集しております。
詳しくは、盛岡卸センター 管理課までお気軽にお問い合わせください。
（3）

２０１４ 岩手流通センター

活き活き祭（いきいきまつり）開催！
今年も「東日本大震災により被災を受けた地域への復興支援」をテーマに開催します。
日
場
内

時 ：１０月１２日（日）１０時～１６時
所 ：盛岡地区勤労者共同福祉センター 大ホール及び屋外特設会場
容 ：オープンバザー・協賛品特価販売・オークション・ステージ発表・
屋台・産直販売・フリーマーケット・ふわふわトランポリン等
ステージプログラム：みなみ幼稚園・北川保育園の園児による演技
漆原栄美子 民謡歌謡ショー
不来方ベンチャーズ ライブ
湯沢さんさの会
クラシックポップス ライブ
＜２０１３岩手流通センター活き活き祭の様子＞

オープンバザー

屋台・ふわふわトランポリン

ステージ

募集事項：
募集事項：①オープンバザー及
オープンバザー及び屋外特設会場の
屋外特設会場の出店者
出店料：
１ブース（
出店料：大ホール屋内
ホール屋内
ブース（２間×１間）
３,０００円
０００円
屋外（
２,０００円
屋外（テント等
テント等） １ブース（
ブース（３間×２間）
０００円
>屋外電気使用
屋外電気使用の
電気使用の場合、
場合、主催者準備発電機使用料
主催者準備発電機使用料 １,０００円
０００円
※申込締切：
申込締切：９月１０日
１０日（水）
②オークション出品
オークション出品商品
出品商品
手数料：
手数料：販売代金（
販売代金（落札価格）
落札価格）の５％
方 法：出品商品の
出品商品の最低価格（
最低価格（希望価格）
希望価格）から競
から競りを
開始し
開始し、最高価格をもって
最高価格をもって落札
をもって落札とします
落札とします。
とします。
※申込締切：
申込締切：９月１０日
１０日（水）
③フリーマーケット出店者
フリーマーケット出店者
出店料：
出店料：１区画 １,０００円
０００円（屋外特設会場）
屋外特設会場）
※申込締切：
申込締切：９月２５日
２５日（木）

フリーマーケット

お 願 い：①協賛金
１口１,０００円
０００円とし、
とし、１口以上のご
口以上のご協力
のご協力をお
協力をお願
をお願いいたします。
いいたします。
※振込締切：
振込締切：９月１０日（水）
②協賛商品
※申込締切：
申込締切：９月１０日
１０日（水）
後日、
後日、事務局にて
事務局にて引
にて引き取りにお伺
りにお伺いいたします。
いいたします。
＜詳しい内容・お問い合せ先＞
主催：岩手流通センター活性化委員会（盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合）
ＴＥＬ：０１９－６３８－６０２５ ＦＡＸ：０１９－６３８－８０１８
メール：morioka-yahaba-toshi@siren.ocn.ne.jp
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