【第５１号】
令和元年９月１日

第３部会・第４部会合同ビアパーティー

7月23日㈫午後7時からホテルメトロポリタンＮ
ＥＷＷＩＮＧにおいて、第3部会(建設資材・設
備)・第4部会(機械・器具)合同ビアパーティーを
開催した。
今回は、30社から149名の参加があり大いに盛り
上がった。
毎年恒例のビン
ゴ ゲ ー ム は 上 位 50
名が決まるまで行
い、ビンゴがそろわ
なかった方にも参
加賞として㈱タル
トタタンのアップ
ルサンドをお持ち
帰りいただいた。
(ビンゴ 1 位 藤倉英俊さん 右側)
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理事会（７月２２日開催）

１．報告事項
⑴岩手流通センター活き活き祭の開催準備状況
報告
9月14日㈯に開催される活き活き祭の準備
状況と協賛金、協賛品、出店等の募集状況を
報告。
⑵流通神社移転の進捗状況報告
7月1日に奉賛会を立ち上げ、7月8日には移転
用地において起工式を執り行った。7月16日に
工事は着工し9月中旬頃完成の予定であり、9
月20日に御神体を遷す遷座祭を執り行うこと
を報告。
⑶組合会館貸室・駐車場並びに共同駐車場の賃貸
料改定案について
組合会館のテナント料と駐車場の利用料に
ついては前回改定から18年経過し、その間の

経済状況の変化や昨年からの各種リニューア
ルを機に料金改定を実施したい旨報告。また、
併せて、共同駐車場の利用料の改定案につい
ても報告した。
今後、両案を共同事業委員会に諮問し、答
申をもとに理事会承認を以って改定する予定
である。
⑷その他
・矢巾町商工会への加入依頼について
矢巾町商工会より会員加入推進の協力依頼
があり、所在地が矢巾町で矢巾町商工会に未加
入の組合員、賛助会員に加入を呼びかけること
となった。
２．提出議案
第１号 各委員会委員委嘱の承認について
任期満了に伴う各委員会の委員委嘱案につ
いて審議の結果、原案通り承認された。なお、
改選後の委員名簿は、委員長、副委員長が決定
後、次号に掲載する予定である。

部 会 ・ 経 営 研 究 会 活 動
・経営研究会 ７月例会
7月18日㈭午後5時
30分よりホテルニュ
ーカリーナにおいて
盛岡卸センター経営
研 究 会 の7 月 例 会 を
開催した。
今回は講師に人事
労務サポートオフィスの特定社会保険労務士の後
藤真理子氏を迎え、「『働き方改革推進ワークショ
ップ』～時間外労働の上限規制と年次有給休暇の
年5日取得に向けて～」と題しワークショップを行
った。
各参加者の社内の状況や実践例を持ち寄って
「有給休暇はなぜあるのか」
「理想の有給休暇とは」
という議題で論議を交わす中で、働き方改革はど
ういったことをしていくべきなのかをグループワ
ークにより模索した。
討議と発表の後に
講師より講評をいた
だき、「有給休暇に対
する正しい認識を会
社が持つこと」や「有
給休暇の5日取得はあ
くまで働き方改革の
(1)

一部でしかなく、作業の効率化や業務体制の改革
等を行った上で無理のない休みを取れる体制づく
りが重要」であることを学んだ。
経営研究会では今後ワークショップ形式の研修
も取り入れていく予定である。都合の合う方には
是非とも参加していただきたい。
・第５部会 納涼会
7月19日㈮午後6時30分より「もりおかＳＵＭＭ
ＥＲガーデン」(盛岡八幡宮特設会場内)において
第5部会(雑貨・事務用品・家具・ギフト)の納涼会
を11社24名の参加で開催した。部会員である東北
シート工業㈱の細野社長が「もりおかＳＵＭＭＥ
Ｒガーデン」実行委員であることから本会場を利
用して、普段とは一味違った会を行った。
平子田部会長の乾杯の発声により開会し、会員
同士の話題も盛り上がり、お腹も十分に膨れたと
ころで藤原副部
会長から、閉会
の言葉をいただ
き盛会裏の内に
終了した。今後
の目標としては
若手従業員の方
にも参加してい
ただけるように
したい。
・第６部会納涼会
8月1日㈭午後6時から第6部会(農用資材･薬品)
の納涼会を、「えんの蔵」において6社12名の参加
により開催した。松浦副部会長からの挨拶と乾杯
の発声により和やかなに会が始まった。
今年初参加となった2名から一言ずつ挨拶があ
り、その後は部会活動をはじめ様々なことについ
て会社間の垣根を越え、ざっくばらんに語り合っ
た。
中締めでは、中舘幹
事より組合の部会活
動に参加することで
互いに情報交換を行
い、同業種の動向等に
ついて理解を深める
良い機会になるため、
参加する部会員が今
後増えていくことを
期待したいという思いが述べられた。
当日は盛岡さんさ踊りが初日を迎えており、街
の熱気に包まれ賑やかな夜となった。
・第１部会(靴部会) 納涼会
8月6日㈫午後6時30分よりホテルメトロポリタ
ン「ＪＵＥＮ」において5社7名の参加により開催
した。
靴業界にとってこ
の時期は難しい商戦
となる為、部会員の
間での意見交換や情
報交換を活発に行っ
ていくこととなった。

・第１部会(繊維部会) ボウリング大会
8月9日㈮午後7時より、盛岡スターレーンにおい
て開催した。
＜参加数＞
3社 13チーム 39名
(男性27名、女性12名)
＜団体戦＞
優 勝 いけるチーム(岩手繊維㈱)
準優勝 はらぺこチーム(岩手繊維㈱)
第３位 金谷Ｂチーム(㈱金谷)

831点
797点
781点

＜個人戦-男子＞
優 勝 阿部 明彦(岩手繊維㈱)
準優勝 桐野 重樹(岩手繊維㈱)
第３位 藤原 義久(㈱金谷)

318点
298点
290点

＜個人戦-女子＞
優 勝 菊池 妙子(丸幸商事㈱)
準優勝 佐藤 育子(岩手繊維㈱)
第３位 天麻 由恵(丸幸商事㈱)

308点
296点
268点

流 通 神 社 新 社 殿 起 工 式
7 月 8 日 ㈪ 10 時
から、組合会館隣
の新社殿建立予
定地において起
工式が執り行わ
れた。当日は天候
にも恵まれ、組合
役員、神社管理者
、工事業者の参列により工事の安全を祈願した。
新社殿は9月中旬竣功後、関係者による遷座祭を斎
行し、10月1日㈫に例年通り例大祭を執り行う予定
である。

新社殿建立にあたり、組合員・賛助会
員並びに流通センター内外の関係団体の
皆様よりご奉賛いただき、深謝申し上げ
ます。しかしながら、奉賛金は目標額に
達しておらず、引き続き協力をお願い致
します。
組 合 員 変 更 ・ 異 動 状 況
＊代表者変更＊
・平富㈱(第3部会)
盛岡支店支店長
佐藤 三善〔岩間 裕樹〕
・泉金物産㈱(第4部会)
代表取締役社長
八重樫政泰〔八重樫義一郎〕
＊所在地変更＊
・ＳＢＳリコーロジスティクス㈱(第5部会)
本 社：東京都墨田区大平4-1-3ｵﾘﾅｽﾀﾜｰ11階
TEL:03-4214-5500 FAX:03-4214-5510
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9月
9月
9月

2日㈪ 岩手流通センター活性化委員会
3日㈫ 総務委員会
4日㈬ 第1部会(靴部会) 例会
〃
第3部会 役員会
9月 5日㈭・6日㈮
全国卸商業団地協同組合連合会
事務局長会議(岡山市)
9月 5日㈭ 第1部会(繊維部会) 例会
9月 9日㈪ 第4部会 例会
9月 10日㈫ 企画委員会
9月 11日㈬ 労務厚生委員会
9月 12日㈭ 環境整備委員会
9月 13日㈮ 中小企業団体中央会 岩手県大会
(市内)
9月 14日㈯ 2019第10回岩手流通センター
活き活き祭(福祉センター)
9月 18日㈬ 第6回 理事会
9月 19日㈭ 岩手トラックターミナル㈱
取締役会(市内)
9月 20日㈮ 流通神社遷座祭
9月 24日㈫ 経営研究会 9月例会(市内)
9月 26日㈭ 岩手県火災共済協同組合
共済制度説明会及び意見交換会
(市内)
10月 1日㈫ 流通神社例大祭

10月 2日㈬ 経営研究会 役員会
10月 3日㈭・4日㈮
東北・関東甲信越卸商業団地
連絡協議会・交流会(静岡市)
10月 10日㈭ 第6部会 視察研修会
10月 15日㈫ 第4部会 例会
10月 17日㈭ 第7回 理事会
10月 18日㈮ 東北・北海道ブロック中小企業
組合士会協議会研修交流会
(仙台市)
10月 26日㈯ 経営研究会 ゴルフコンペ(北上市)
10月 29日㈫ ㈿八戸総合卸センター
創立50周年記念式典・祝賀会
(八戸市)
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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

9
月

婦人服販売
たい焼・たこ焼販売
ギフト販売

10
月

乾物・珍味販売
婦人服販売

開催日

5、12、19、26
24～27
5、10、20、25、30
10、20
3、10、17、24、31
28～30

※都合により追加・変更になる場合があります。

２０１９ 第１０回岩手流通センター活き活き祭開催内容
９月１４日（土）１０：００～１５：３０
○オープンバザー （１０：００～１５：３０）
○「北川保育園・みなみ幼稚園」演技 （１０：００～）
岩手流通センター内および周辺企業・団体が、当日限り
北川保育園とみなみ幼稚園の年少さんから年長さんまでの
のお祭り価格で販売いたします。
園児が、かわいらしく・元気のある演技を行います♫
○協賛品特価販売 （１０：００～１５：３０）
○「鉄神ガンライザー零」握手会 （１２：００～）
東日本大震災により被災を受けた地域への復興支援を
岩手のテレビでおなじみの「鉄神ガンライザー零」が岩手流
共通のテーマとして、協賛商品の売上金全額を義援金と
通センターに！
して寄付いたします。
子どもたちに元気と笑顔をプレゼント。握手をして写真を撮
ろう～♪
○古着・新聞誌・雑誌・ダンボールを寄付してください
○復興シンガーソングライター「光(ひかる)」ライブ
（１０：００～１５：３０）
ご家庭で不用となった古着・新聞（チラシ分別不要）・雑誌
（１３：００～）
段ボールをお持ちください。換金後、復興支援の義援金と
山田町出身・盛岡在住のシンガーソングライター。多数の復
して全額寄付いたします。
興応援ソングを作り、復興祈念ライブで被災地の情報の発
ハズレなしの抽選でトイレットペーパーをプレゼント。
信を２０１７年３月１１日まで毎月行ってきた。現在も復興の
(抽選は、景品が無くなり次第終了いたします。)
花「中尊寺のハス」の開花時期７月８月に、震災の風化を防
ぐため復興祈念ライブを継続している。
○屋台・食堂・売店 （１０：００～１５：３０）
おいしい食べ物・飲み物がいっぱいの屋台がたくさん並 ○「フィフティワンズ」ライブ （１４：３０～）
びます♪
60～80年代を中心に最近の曲まで、みなさんがよくご存知
おなかいっぱいになろう～♫
の曲を演奏します。おじさん3名の魅惑のコーラスも聞きど
ころです。ご一緒に歌って踊って楽しみましょう。
○ふわふわスライダー（１０：００～１５：３０）
爽快にすべりおりる、子どもたちに大人気！無料で遊べ ○体験ブース「環境学習会」（１０：００～１５：３０）
るふわふわスライダ～
手回し発電・ふるふるライトの体験、県産つみきで遊んだ
り、どんぐりや松ぼっくりを使用した工作体験ができます。
○子ども広場 （１０：００～１５：３０）
子ども広場では、１回１０円で射的や輪投げであぞぶこと ○ミニ四駆教室＆レース大会（一部ローカルルールあり）
が出来ます。
（①１１：３０～、②１４：００～）〈参加費無料〉
自分のマシンでレースに出よう！マシンがない時は作って
○フリーマーケット （１０：００～１５：３０）
レースに出られます。上記時間に大ホール内特設ブースで
古着・古本・食器・雑貨・おもちゃなど、いろいろな掘り出し
大会開催。大会以外はコースを無料開放。
物が盛りだくさん！
○らくがきくるまコーナー（１０：００～１５：３０）
(3)
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