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平成３１年新春セミナー・新年交歓会開催

理

1月25日㈮午後5
時から盛岡グラン
ドホテルを会場に
94名の参加により
新春セミナーを開
催した。
セミナーは、
「2020年東京大会
に向けて ～大会
を成功に導くために～」と題し、衆議院議員の鈴
木俊一氏を講師に迎え開催した。
鈴木氏は、東京オリンピック・パラリンピック
担当大臣として務められた中で、復興五輪の位置
づけとした被災地岩手県の関わり意識を高めるた
めのさまざまな取組みを行ってきた。また、日本
人選手が最高のパフォーマンスとクリーンな大会
ができるような、世界一安全な日本での大会運営
を目標としていることなどを伺うことができた。

第９回

新春セミナー終了後、102名の参加により新年交
歓会を開催した。藤村理事長の挨拶に続いて谷藤
盛岡市長、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間はもちろん、来賓、流
通センター活性化委員との懇親も深められ盛会裡
に終了した。
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理事会（２月２０日開催）

１．報告事項
⑴組合収支状況報告(平成30年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 451,488 千 円 、 共 同 事 業 費 は
423,114千円であり28,374千円の粗利益。賦課
金収入、事業外収入が計45,410千円、一般管
理費、事業外費用が計43,545千円となってい
る。結果として当期利益は30,239千円となっ
た。
⑵平成３１年新春セミナー・新年交歓会の開催
結果報告
⑶各部会からの理事候補者の推薦依頼について
5月27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
ていただくことを報告。
⑷定款の一部改正及び組合ルール制定について
定款等見直し委員会で協議した改正案並び
に組合ルールブック(仮称)案を報告。
今後、総務委員会に諮問し5月の総会に諮る
ことを報告。
⑸その他
・流通神社移転及び会館駐車場区画再編成につ
いて
昨年取得した流通センター駐在所跡地につ
いて、会館利用者の駐車場として整備し一部
を流通神社の移転場所として利用する計画案
を報告。また、会館駐車場の区画を利用しや
すく再編成する計画案も報告。
２．提出議案
第１号

第４９回通常総会開催日時・場所の決定
の承認について
第49回通常総会は、5月27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

組合員施設の賃貸及び賃借人の賛助会
員加入承認について
岩手オフィス用品㈱(第5部会所属)の施設を
荒木田冷凍設備㈱に賃貸することと同社が賛
助会員に加入する事が承認された。
(1)

部会・経営研究会・桐華会活動
・第１部会(靴部会) 新年会
1月18日㈮午後6時30分から部会員全員の参加で
第1部会(靴部会)の新年会を「中国料理 空」にお
いて開催した。
㈱井上商店 井上社長による乾杯の発声から始
まり、昨年とは打って変わって降雪の少ない年に
なったことによる業界内への影響についての話題
や情報交換などが活発に行われ大いに盛り上がり
終了した。
・第４部会 新年会
1月18日㈮午後6
時30分から第4部
会(機械・器具)の
新年会をホテルル
イズにおいて15社
24名の参加により
開催した。
毎年恒例の新年行事でラポール盛岡(組合会館)
内金融機関の管理職を招待し、今年の景気見通し
の話題や部会員間の情報交換等を行い親睦を深め
た。
・経営研究会 ２月例会
2月7日㈭午後3時30分から経営研究会2月例会を
鶯宿温泉長栄館において15名の参加により開催し
た。
例会は㈲アイドカ代表取締役会長の田中広江氏
を講師に迎え、
「税金を取り返し、お金に働かせて、
豊かに人生を楽しむ方法」と題して講演会を行っ
た。
田中氏は保険代理
店を営む中で、保険の
仕組みの面白さに目
覚め、自身も保険資産
として運用している。
銀行預金、証券、保
険、不動産の資産のう
ち相続については保
険であれば課税対象にならず、分割協議が不要で
ある為かなり有効な資産になることや個人貯蓄資
産の中には控除対象、運用益の非課税、給付金の
税制優遇なものがあるなどの紹介を受けた。上手
に資産を積み立て、バランスよく稼いで、貯めて、
使う方法や、法人・個人が生命保険を使うメリッ
トや資産運用等お金にまつわる話を愉快に講演い
ただいた。
懇親会では、講師に更なる質問をする会員や会
員同士の親睦で大いに盛り上がった。
・第４部会 ボウリング大会
2月15日㈮午後6時30分
からマッハランドにおい
て開催した。
＜参加数＞
7社 11チーム 33名
(男性27名、女性6名)

＜団体戦＞
優 勝 流通商事㈱Ａチーム
準優勝 ㈱藤村商会
第３位 ㈱東北日立
＜個人戦＞
優 勝 岡田
準優勝 藤原
第３位 中野

915点
834点
826点

貴史(第一開明㈱) 359点
純朗(㈱東北日立) 355点
宏輔(流通商事㈱) 344点

・桐華会 ２月例会
2月22日㈮、ラポール盛岡(組合会館)研修室にお
いて、会員9名の参加により桐華会2月例会を開催
した。
今回は当会の会
員である㈱アウト
レジャー羽田氏を
講師に迎え、ジャイ
アント・ペーパー・
フラワーの制作体
験を行った。ジャイ
アント・ペーパー・フラワーとは、イベントをは
じめ結婚式場の装飾などにも用いられる紙製の大
きな花である。様々な色合いの紙を使用すること
で、空間を非常に華やかに演出することができ、
昨今話題となっている「インスタ映え」も狙える
という。
限られた時間内での制作であったため、同じく
㈱アウトレジャー坂井氏にもサポートを受けなが
ら作業を行った。初めての体験に一同四苦八苦し
ながらも賑やかに会は進み、一人一つずつ直径約
25㎝の大輪の花を完成させた。出来上がった作品
を撮影するためのフォトブースも設置され、それ
ぞれに記念撮影を
行った。
今回の体験を通
し会員企業の仕事
の一部に触れ、相互
理解を深める有意
義な時間となった。

盛岡法人会流通センター支部税務講習会
2月6日㈬午前
10 時 か ら ラ ポ ー
ル盛岡(組合会
館)研修室におい
て、講師に盛岡税
務署法人課税第
一部門 阿部秀実
氏を迎え、23名の
参加により消費
税軽減税率制度についてのセミナーを開催した。
今年10月1日から実施される同制度においての
対象品目や請求書の記載方法などが詳しく説明さ
れた。特にも飲食料品の適用基準は複雑であり、
出席者は熱心に聞き入っていた。
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東北商団連事務局職員研修会
2月22日㈮午後2時から東北卸商業団地連絡協議
会 事務局職員研修会が㈿仙台卸商センターにお
いて6団地16名の参加により開催された。
研修会は、㈲元気サポート 代表取締役で社会保険
労務士の伊藤裕子氏を講師に迎え、
「これからの働
き方」と題し講演会が行われた。
講演では、これからの日本で働き手が減ってい
く中で、効率よく仕事を進めていくことの必要性
や企業としての働き方改革の受け止め方など詳し
くご講演いただいた。
また、各団地との意見交換会が行われ、各事業
の組合員の利用率の低さや事務局の事業承継の問
題について意見交換がされた。

労務厚生委員会働き方改革講習会
2月27日㈬午後1時30分よりラポール盛岡(組合
会館)研修室において40名の参加により「働き方改
革関連法について～企業として取り組むべきこと
～」と題し岩手県働き方改革推進支援センターの
永山智照氏を講師に迎え研修を行った。
「働き方改革」に伴い、一部4月から適用される
制度に対して、企業としての具体的な対応を最高
裁判例やご自身が労働基準局で勤めていた際の着
目点等の具体例を通じてご講演いただいた。また、
時間外労働の上限規制、年5日の年次有給休暇の取
得、労働時間の客観的把握といった労働時間法制
の見直しの重点項目を規制時期や、対応方法の紹
介も大変興味深く
参加者の参考にな
ったと思われる。
質疑応答では各
社の実際の対応に
対する意見や規制
に関する見解をお
話いただいた。

組 合 員 変 更 ・ 異 動 状 況
〔

〕内前代表者・敬称略

＊代表者変更＊
・㈱トラヴィス（賛助会員）
代表取締役社長 鈴木 雅博〔栗谷川勝彦〕
＊社名変更＊
・ＳＢＳリコーロジスティクス㈱（第5部会）
(旧社名：リコーロジスティクス㈱)
・ＳＢＳ三愛ロジ東日本㈱（賛助会員）
(旧社名：三愛ロジスティクス㈱)
・㈱トラヴィス（賛助会員）
(旧社名：㈱北興業)
＊組合加入＊
・㈲伊藤総業（第3部会）
本
社：岩手県宮古市根市6-7-1
TEL:0193-64-7360 FAX:0193-64-7360
事業内容：土木工事業
代 表 者：代表取締役社長 伊藤 良博
所 在 地：矢巾町流通センター南3-10-13

＊賛助会員加入＊
・荒木田冷凍設備㈱
事業内容：冷凍冷蔵設備工事
代 表 者：代表取締役社長 荒木田 徹
所 在 地：矢巾町流通センター南1-9-5
TEL:019-601-6618 FAX:019-601-6616
＊組合脱退＊
・㈱植松商会
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(公社)盛岡法人会 理事会(市内)
第1部会(靴部会) 例会
3月 6日㈬ 全国卸商業団地協同組合連合会
事務局長会議(東京)
〃
経営研究会 役員会
3月 7日㈭ 桐華会 役員会
3月 11日㈪ 第4部会 例会
3月 12日㈫ 総務委員会
3月 13日㈬ 全国卸商業団地協同組合連合会
役員会(東京)
〃
岩手県中小企業団体中央会
中小企業団体情報連絡員会議
(市内)
3月 15日㈮ 学校法人盛岡学園みなみ幼稚園
卒園式(市内)
3月 18日㈪ 岩手県中小企業団体中央会
三役会・理事会(市内)
〃
岩手県商工振興協同組合
理事会(市内)
〃
岩手トラックターミナル㈱
取締役会(市内)
〃
第6部会 役員会
3月 19日㈫ 第10回 理事会
3月 20日㈬ 第2部会 総会
3月 26日㈫ 第6部会 総会
4月 2日㈫・3日㈬
新入社員合同研修会
4月 4日㈭ 第3部会 役員会
4月 5日㈮ 第1部会(繊維部会) 総会(市内)
4月 8日㈪ 第4部会 総会
4月 8日㈪・12日㈮・15日㈪・16日㈫・22日㈪
定期一般健康診断
4月 9日㈫ 第3部会 総会
4月 11日㈭ 第1部会(靴部会) 例会
4月 24日㈬ 第1回 理事会
〃

お
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・ラポール盛岡１Ｆロビー催事予定
催事内容
乾物・珍味販売

３
月

婦人服販売
たい焼・たこ焼販売
ギフト販売

４
月

乾物・珍味販売
婦人服販売
たい焼・たこ焼販売

開催日

７ １４ ２８
１３ ２５～２７
８ １５ ２５ ２９
２０
４ １１ １８ ２５
２２～２６
５ １０ １５ １９ ２５

※都合により追加・変更になる場合があります。
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