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平成 29 年新春セミナー ・ 新年交歓会 開催
1月20日㈮午後4時からホテルメトロポリタン盛
岡 NEW WINGを会場に91名の参加により新春セミナ
ーを開催した。
セミナーは、
「日本銀行は
何をしている
のか？」と題
し、日本銀行
盛岡事務所長
の齋藤聡氏を
講師に迎え開
催した。
齋藤氏は日本銀行の成り立ちや役割と機能、物
価の安定を図る政策などわかりやすく説明され、
意外と私たちの日常生活にかかわる仕事をしてい
ることについて詳しく講演された。

新春セミナー終了後、106名の参加により新年交
歓会を開催した。藤村理事長の新年の挨拶に続い
て谷藤盛岡市長（沼田商工観光部次長代読）、高橋
矢巾町長と岩手県中小企業団体中央会の菅原専務
理事から祝辞を頂き、商工中金盛岡支店山本支店
長の乾杯の発声で祝宴に入った。新年交歓会では
組合員、賛助会員間は勿論、来賓、流通センター
活性化委員との懇親も深められ盛会の内に終了し
た。
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第１１回 理事会（２月１３日開催）
１．報告事項
⑴物流センター事業運営報告
12月の取扱い物量は7,644ケース、収入合計
5,645千円、支出合計7,745千円。1月の取扱い
物量は6,880ｹｰｽ、収入合計5,279千円、支出合
計7,465千円と報告。
⑵組合収支状況報告（平成28
組合収支状況報告（平成28年
28年12月末試算表）
12月末試算表）
今年度12月末までの9カ月間の収支状況は共
同事業収入466,169千円、共同事業費は439,558
千円であり26,611千円の粗利益。賦課金収入、
事業外収入が計44,716千円、一般管理費、事業
外費用が計37,517千円となっている。特別利益
は、盛岡物流センター売却と赤沢繊商跡地売却
による固定資産売却益が229,913千円であり、
特別損失は盛岡物流センター売却による固定
資産売却損が583,397千円となっている。結果
として当期利益はマイナス319,674千円である。
減価償却費を今年度予算額の9カ月分を勘案す
ると償却後利益はマイナス327,414千円となっ
たことを報告。
⑶平成２９
平成２９年新春
２９年新春セミナー・
年新春セミナー・新年交歓会の開催結
セミナー・新年交歓会の開催結
果報告
⑷ 盛岡物流センター
盛岡物流 センター売却条件の進捗状況につい
センター 売却条件の進捗状況につい
て
売却条件の1月末時点での進捗状況を報告。
⑸各部会からの理事候補者の推薦依頼について
5月30日㈫に開催予定の通常総会では、任期
満了に伴う役員改選が諮られることから、4月
12日㈬までに各部会から理事候補者を推薦し
ていただくことにした。
⑹その他
①台風１０
①台風１０号による被災者支援の御礼について
１０号による被災者支援の御礼について
11月の理事会で検討し台風10号による被災
者への支援をしたことに対し、岩手県知事と岩
泉町長から御礼の文書が届いたことを報告。
②不来方高校甲子園出場に係る寄付金について
当組合の新年交歓会の際に矢巾町長より協
力依頼の話があったが、今般正式に同校の甲子
園出場が決定したことから、組合員企業に協力
を呼びかけることを確認した。
③４月理事会日程について
当初4月18日㈫を予定していたが4月17日㈪
に変更し、開始時間も午前11時とすることを確
認した。
(1)

④商団連 消費税軽減税率普及事業にかかる協力
依頼について
当組合の上部団体である全国卸商業団地協
同組合連合会より消費税軽減税率に関するセ
ミナー開催の依頼があり、(公社)盛岡法人会の
協力も得て3月2日㈭に「最近の税制の動向」と
題しセミナーを開催することを報告。
⑤岩手流通センター活性化委員会並びに活き活
き祭出店者・協力者交流会について
2月24日㈮午後4時から第24回委員会と午後5
時30分から活き活き祭の慰労を兼ねた交流会
をホテルニューカリーナにおいて開催するこ
とを報告。
２．提出議案
第１号 第４７回通常総会開催日時・場所の決定
について
第47回通常総会は、5月30日㈫午後2
時から矢巾勤労者共同福祉センター2階
研修室において開催することが承認さ
れた。
第２号 組合員の事業譲渡に係る組合出資持分
の譲渡について
経営統合により東北名鉄運輸㈱（第5
部会所属）の組合出資持分を北海道名鉄
運輸㈱に譲渡することが承認された。
また、同社は北海道東北名鉄運輸㈱に
社名を変更した。
第３号 盛岡物流センター引き渡しに係る工事
について
盛岡物流センター売却に伴い組合が
行う、一部設備の解体及び倉庫と事務所
の修繕工事について発注先及び発注額
が承認された。
第４号 盛岡物流センター賃借地の転貸につい
て
盛岡物流センター売却条件で今後賃
借する敷地東側駐車場用地（砂利敷）の
転貸先及び賃料について執行部に一任
することが承認された。
第５号 組合所有不動産の売買に伴う追加工事
について
売買契約の条件である売主側の改修
工事を行っている旧盛岡彩画堂建物に
おいて、工事箇所に雨漏りが見つかった
ことから、防水工事を追加発注すること
が承認された。

岩手流通センター活性化委員会／
活き活き祭出店者・
活き活き祭出店者 ・ 協力者交流会開催
2月24日㈮午後4時からホテルニューカリーナに
おいて15名の参加により開催した。委員会では開
催結果報告をしたあと次回開催について検討され、
9月17日㈰に開催する方針となった。そのあとの意
見交換会では活発な意見が飛び交い、次回の祭り

に向けての準備を
整え各方面に早目
に協力を依頼する
ことが確認された。
引 き 続 き午 後 5
時30分から出店者
並びに協力者交流
会を同ホテルにお
いて27団体43名の
参加により開催した。藤村委員長から参加者へ委
員会で決定した日程が報告され引き続いての協力
が依頼された。そのあと村松副委員長の乾杯の発
声により祝宴に入った。
祭りの模様をスクリーンで上映し、当日を振り
返りながら次回に向け
ての抱負などで話が盛
り上がった。
参加者にとっては異
業種交流の場として、と
ても有意義な会合であ
った。

部会・経営研究会・桐華会活動
・第１部会（靴部会）例会・
・第１部会（靴部会）例会・新年会
例会・新年会
1月27日㈮午後6時から部会員全員の参加で第1
部会（靴部会）の新年会を
日本料理利衛門において
開催した。
例会では平成29年度の
共同売出し日程等の確認
を行った。
その後の懇親会では雪の少ない今年の冬の販売
状況や夏秋物の売出商品等について活発な情報交
換が行われた。
・第４部会新年会
1月27日㈮午後6時30分から第4部会（機械・器具）
の新年会を日本料理利衛門において17社34名の参
加により開催した。
毎年恒例の新年行
事で組合会館（ラポー
ル盛岡）内金融機関の
管理職も招待し、今年
の景気見通しの話題
や情報交換等を行った。
昨年度、新たに組合加入し、第4部会の新会員と
なった2社も参加し、部会員間の交流が持たれ親睦
を深めた。
・経営研究会２月例会
2月7日㈫午後4時から経営研究会2月例会を八幡
平ハイツにおいて開催した。
例会は、㈱バーグル代表取締役社長・㈱金谷代
表取締役専務・プロゴルファーの金谷嶺孝氏を講
師に迎え、
「スポーツマネジメント」と題して講演
会を行った。
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ラポール盛岡ニュース
ラポール盛岡
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11月例会に引き続き、
会員の講演ということ
もあり、ゴルフ指導の
経験談やスポーツを通
じた経営の考え方、成
功例などここでしか聞
けない内容なども盛り
込みながら講義をして
いただいた。
引き続き行われた懇親会では、宿泊ということ
もあり、大いに会員間の親睦がもたれた。
・第４部会ボウリング大会
2月16日㈭午後6時30分から第17回ボウリング大
会をマッハランドにおいて開催した。
＜参加数＞
9社 12チーム 48名（男性39名、女性9名）
＜団体戦＞
優 勝 第一開明㈱Ｂ
1,194点
準優勝 流通商事㈱Ａ
1,112点
第３位 第一開明㈱Ａ
1,045点
＜個人戦＞
優 勝 岡田貴史（第一開明㈱Ｂ） 373点
準優勝 畠山 薫（流通商事㈱Ａ） 356点
第３位 藤澤 匠（㈱藤村商会Ｂ） 330点

＊組合脱退＊
東北名鉄運輸㈱

行
3月
3月
3月
3月
3月
3月
3月
3月
3月
3月
3月
4月

・桐華会例会
2月22日㈬午後12時からラポール盛岡において
今年度最後の例会を開催した。
ひな祭りも近い
事から、福祉センタ
ーで茶道教室があ
った頃よりお稽古
をされている池野
副会長の指導によ
り「家庭でも気軽に
お抹茶を」という視点から抹茶の点て方、いただ
き方を勉強した。道具の呼び名や使い方なども学
びお茶の文化に触れ、お菓子をいただきながら互
いに点てたお茶をいただき、とても美味しい一服
となった。
また、大志田前会長より懐紙を使った茶菓子の
包み方を教わる事もでき有意義な一時であった。

組 合 員 変 更 ・ 異 動 状 況
敬称略

＊社名変更＊
・㈱ナガブチ（第５部会）
旧社名：㈲長渕商店
＊組合加入＊
・北海道東北名鉄運輸㈱（第５部会）
事業内容：貨物自動車運送業
本
社：北海道札幌市白石区川北2246番3
代 表 者：代表取締役社長 榊原勝則
所 在 地：矢巾町流通センター南2丁目4番12号
電
話：019-637-1040
Ｆ Ａ Ｘ：019-638-4564

4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月

事

予

定

全国卸商業団地協同組合連合会
共催税務セミナー
3日㈮ 全国卸商業団地協同組合連合会
事務局長会（東京）
6日㈪ 経営研究会 役員会
9日㈭ 第12回 理事会
〃
第6部会 役員会
13日㈪ 第4部会 例会
15日㈬ 第6部会 総会
16日㈭ 第2部会 総会
〃
第3部会 役員会
17日㈮ 岩手県中小企業団体中央会
理事会（市内）
21日㈫ 岩手トラックターミナル㈱
取締役会（市内）
24日㈮ 全国卸商業団地協同組合連合会
役員会（東京）
30日㈭ ㈱モリオカ大東新社屋竣工式・
祝賀会（市内）
4日㈫・5日㈬
新入社員合同研修会
6日㈭ 第5部会 総会
7日㈮ 東北卸商業団地連絡協議会
幹事会（仙台）
〃
第1部会（繊維部会）総会（市内）
10日㈪ 第4部会 総会
11日㈫ 第3部会 総会
12日㈬ 桐華会 例会
13日㈭・17日㈪～19日㈬・24日㈪
定期一般健康診断（福祉センター）
17日㈪ 第13回 理事会
〃
第1部会（靴部会）例会
2日㈭

お

知

ら

せ

・事務局人事について
総務課伊藤俊文が1月31日㈫付、業務課佐々木道
也が2月28日㈫付で定年により退職した。
・ラポール盛岡１Ｆロビー催事予定
催事内容
ギフト関係販売

３
月

乾物・珍味販売
婦人服販売
たい焼・たこ焼販売

４
月

シューズフェア
乾物・珍味販売
婦人服販売

開催日

１０
２ ９ １６ ２３ ３０
１ １３ ２７ ２８
１０ １７ ３１
２５ ２６
６ １３ ２０ ２７
１７ １８ １９

※都合により追加・変更になる場合があります。
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(協)盛岡卸センター事務局組織図

白石さやか
蒲 澤 輝 美

佐々木せい子
（兼務）主任
佐々木悠輝

蒲 澤 輝 美

（兼務）

主任

佐々木悠輝
平 川 奈 美

村松佐江子

○機械警備業務
○組合会館ストア業務
○ＪＲ切符取扱受託業務
○街路灯受託管理業務
○ホームページ運営業務
○教育研修業務
○福利厚生業務
・火災共済
・福祉共済
・集団健康診断
・スポーツ大会
・ラポールショッピング

○総会・理事会・監査会業務
○出資金・組合員名簿管理
○組合資金管理業務
○組合会館管理業務
○庶務・会計業務
○賦課金管理業務
○各委員会・部会総括業務
○関係機関・団体等連絡業務
○盛岡法人会支部事務局
○商団連年金基金

○共同駐車場業務
○共同給油業務
○ＥＴＣカード割引業務
○自動車リース斡旋業務
○リサイクル事業業務
○組合金融業務
○情報収集提供業務
○環境整備業務
○組合員施設管理業務
○物流センター業務
・施設管理業務
・庶務・会計業務
・システム管理業務
・保管・入出庫管理業務

○盛岡地区勤労者共同福祉センター
・大ホール管理業務
・体育館管理業務
○矢巾勤労者共同福祉センター指定管理者業務
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ラポール盛岡ニュース
ラポール盛岡
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深 澤 慎 吾
売店担当

中 村 智 子

藤 澤 守 子
売店担当

佐々木せい子

朗
（兼務）

藤 澤 守 子

若 山
（兼務）

(4)

FAX:(019)638-4532
FAX:(019)632-1098
FAX:(019)638-1128

TEL:(019)638-1111
TEL:(019)632-1100
TEL:(019)638-1302

○協同組合盛岡卸センター
本 部 紫波郡矢巾町流通センター南一丁目２－１５
物流Ｃ 紫波郡矢巾町流通センター南二丁目４－５
○一般財団法人盛岡地区勤労者共同福祉センター

佐藤岳夫
課長
隆
熊谷
課長
砂子沢康人
課長

課
務
総
課
務
業
受託施設管理課

村松孝夫
事務局長

