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7月10日㈮午後5時30分から㈱小松製菓盛岡営業
所敷地内駐車場において経営研究会7月例会を開
催した。
今回の例会は、
「新
しい会議・研修会の
あり方について」と
題し、東北シート工
業㈱の細野裕之社長
と㈱アウトレジャー
の小塚久司社長によ
るプレゼンテーショ
ンを行った。コロナ禍により屋外に大型テントを
設営し感染防止策を講じた上で開催した。
感染症対策を踏まえたイベント等のガイドライ
ンの説明、屋外で大型テントを利用し密集・密接
を避けた会議・研修会の提案、イベントで使用で
きるサーマルカメラ（体温感知システム）やクー
ルファン(気化式大型冷風機)等アイテムの紹介な
ど、昨今の感染症や熱中症へのリスクを軽減する
上で必要な説明やアイテムについて十分理解する
ことができた。

（サーマルカメラ）

（クールファン）

組合創立５０周年記念式典
・祝賀会開催のご案内
開催を延期しておりました組合創立50
周年記念式典・祝賀会について、令和2年
10月6日に新型コロナウィルスの影響を踏
まえ規模を縮小し、感染防止対策を徹底し
た上で開催致します。
このような状況の中ではございますが皆
様のご参加をお待ちしております。
詳細については、すでにお送りしていまし
た案内文書をご覧ください。
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理事会（７月２１日開催）

１．報告事項
⑴組合創立５０周年記念式典について
10月6日に延期をした記念式典並びに祝賀会
の招待者について、コロナ禍により規模を縮小
して開催するため、国会議員、報道機関は招待
者から除き、商団連の会員も東北地区に限定し
た結果、送付先が85人となった。組合員、賛助
会員も含め開催案内は8月17日発送予定である
ことを報告。
⑵卸商業団地機能向上支援事業について
⑶その他
・第５回理事会日程変更について
9月24日㈭に予定していた第5回理事会の日程
を9月23日㈬に変更することを報告。
・流通神社例大祭について
10月1日開催予定の流通神社例大祭について、
コロナ禍により直会は開催せず、神事終了後に
流通神社奉賛会の第1回通常総会を福祉センタ
ー大ホールにおいて開催する予定であることを
報告。
２．提出議案
第１号 組合会館ＬＥＤ照明改修工事の承認につ
いて
組合会館の照明については、建設初期の設備
で40年以上経過している。また、政府の動向を
受け蛍光灯照明器具をLED照明器具へ変更する
対策が必要となる。
以上のことから、組合会館の保全並びに各テ
ナントの環境改善を図るため、照明器具の改修
工事を実施することが承認された。
第２号 団地内施設及び組合出資持分譲渡の承認
について
㈱丸増ベニヤ商会(第3部会所属)の団地内施
設及び組合出資持分を㈱カガヤ不動産(第5部会
所属)に譲渡することが承認された。

団地内街路灯再整備調査研究事業委員会
令和2年度の組合事業の一つである卸商業団地
機能向上支援事業(団地内街路灯再整備調査研究)
の第1回事業委員会を7月28日㈫に開催した。
メンバーは街路灯の所有者である各自治体(岩
手県、盛岡市、矢巾町)の担当課長及び流通センタ
ー内受益者団体代表と当組合理事の11名で構成さ
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れ、初回となる委員会で委員長(当組合藤村理事
長)と副委員長(同岡村副理事長)が互選された。
今後委員会では、設置から50年近く経つ街路灯
の現状の問題点などを専門業者に調査を委託し、
LED化など再整備に向けて設置者と受益者の立場
で官民共同して協議を重ねていく。

組 合 員 変 更 ・ 異 動 状 況
〔

英典〕
武〕

由男〕

＊組合脱退＊
・㈱セブン・フィナンシャルサービス
・㈱丸増ベニヤ商会

せ

9
月

婦人服販売
たい焼・たこ焼販売
健康飲料試飲会
ギフト販売
乾物・珍味販売
婦人服販売
たい焼・たこ焼販売

開催日

3、10、17、24
14～16、28～30
4、10、15、18、23、25、30
18
25
1、8、15、22、29
26～30
5、9、15、20、23、30

※都合により追加・変更になる場合があります。

政府による家賃(賃料)支援
給付金に関するお知らせ
政府による家賃支援給付金の申請が７
月中旬よりスタートしています。
この制度では、家賃以外にも会社で借り
ている駐車場代も給付の対象に含まれま
す。
当組合共同駐車場の利用企業も対象と
なりますので、制度をご活用下さい。
給付金の対象・給付条件・必要書類等、
詳しい内容は経済産業省のＨＰから家賃
支援給付金の特設サイトへ移動してご確
認願います。
経済産業省ＨＰ
URL：https://www.meti.go.jp/
家賃支援給付金コールセンター
ＴＥＬ：0120-653-930

＊賛助会員脱会＊
・理研コランダム㈱

予

ら

秀藏〕

＊組合加入＊
・㈱セブン-イレブン・ジャパン
事業内容：コンビニエンスストア運営
本
社：東京都千代田区二番町8-8
TEL:03-6238-3711(代表)
所 在 地：盛岡市流通センター北1-1-21
代 表 者：代表取締役社長 永松 文彦

事

催事内容
乾物・珍味販売

10
月

雅美〕

知

・ラポール盛岡１Ｆロビー催事予定

〕内前代表者・敬称略

＊代表者変更＊
・堀田丸正㈱(第1部会)
代表取締役社長 三好 秀樹〔大西
・佐藤製線販売㈱(第3部会)
盛岡営業所所長 太田 周二〔山崎
・三星商事㈱(第3部会)
代表取締役社長 齋藤日出樹〔今井
・㈱東北日立(第4部会)
代表取締役社長 髙倉 哲雄〔中尾
・㈱東北日立(第4部会)
盛岡支店支店長 下條道 真〔村山

行

お

定

9月 1日㈫ 第2回 団地内街路灯再整備
調査研究事業委員会
9月 4日㈮ 第1部会(繊維部会) 例会
〃
第1部会(靴部会) 例会
9月 14日㈪ 第4部会 例会
9月 17日㈭ 岩手トラックターミナル㈱
取締役会(市内)
9月 23日㈬ 第5回 理事会
9月 29日㈫ 中小企業団体中央会岩手県大会
(市内)
10月 1日㈭ 流通神社 例大祭
〃
流通神社奉賛会 総会
10月 5日㈪ 経営研究会 役員会
10月 6日㈫ 組合創立50周年記念式典・祝賀会
(市内)
10月 16日㈮ 陸災防 協議会(矢巾町)
10月 21日㈬ 第6回 理事会

リサイクル事業キャッシュバック
一時中断のお知らせ(再通知)
７月１日付で参加企業へご案内しており
ましたが、リサイクル品の買い取り価格の下
落の影響によりリサイクル事業のキャッシュ
バックについて令和２年８月回収分より当
面の間０円とさせて頂きます。
リサイクル品の回収につきましては、今ま
で通り無料で行いますので今後ともリサイ
クル事業へのご協力をお願い致します。
※今年度４月～７月回収分のキャッシュバ
ックについては例年通り１０月頃に行い
ます。
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手指消毒用フットスタンドを
設置しました。
新型コロナウィルス感染予防の取り組みとして、組合会館入口に手指消
毒用のフットスタンドを設置しました。
「消毒はしたいけどボトルに触りたくない」という方でも足でペダルを
踏むだけでボトルに触れずに消毒ができます。
組合会館へ入館の際は手指の消毒にご協力くださいますようお願い申し
上げます。
風除室に入って左
側の小型家電回
収ボックスの隣に
設置してありま
す。

組合共同給油所
「ＭＯＣＣＳ」
をご利用ください。
共同給油所「ＭＯＣＣＳ（モックス）」は、組合が運営する施設で、元売であるＥＮＥＯＳ㈱の特約
店で、販売業務は流通商事㈱へ委託している組合の共同事業の一つです。
給油および点検・整備等は共同給油所「ＭＯＣＣＳ」の利用を是非お願い致します。
ご利用する上での要望、相談等がございましたなら、組合事務局又は流通商事㈱までご連絡をお願い
致します。

組合共同事業
共同給油所「ＭＯＣＣＳ

ＳＳ」

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３丁目１０－１
※広宮沢公園のすぐそばです。
営業時間：7:00-22:00 祝日 7:00-19:00
定休日：日曜日・1 月 1 日
お問合せ：㈿盛岡卸センター 業務課 ０１９－６３８－１１１１ ／ 流通商事㈱ 営業部 ０１９－６３７－２３５４
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商団連グループ保険(会社掛け)のご案内
商団連グループ保険とは、手頃な掛金で従業員の福利厚生、慶弔見舞金制度の一環として活用できる制
度です。従業員の万一に備えたいという事業主の方はぜひご検討下さい。

〇ご加入年齢：１５～７０歳

〇保険金：１００～１，０００万円

〇保障内容：病気死亡・高度障害、不慮の事故による死亡・高度障害
不慮の事故による障害・入院まで幅広く保障。
〇加入資格：組合員企業の役員・従業員の方々で健康な方であれば告知のみで申し込みできます。
医師の診査も必要ありません。
〇掛

金：(例)40歳男性が保険金額１００万円にご加入の場合、ひと月の掛金は３００円。
※上記掛金は２０２０年度の掛金です。
※１年ごとの収支計算で、剰余金が生じた場合は配当金が支払われます。

〇掛金の扱い：掛金は会社負担となり福利厚生費として全額損金に算入できます。
〇その他：加入者が結婚・出産した場合、祝金が給付されます。
パンフレット請求等は、㈿盛岡卸センター 業務課 ＴＥＬ：０１９－６３８－１１１１まで

火災保険のお申し込みは、
岩手県火災共済をご利用下さい。
盛岡卸センターでは、岩手県火災共済協同組合の代理所業務をおこなっております。
資料請求やお見積り依頼などお気軽にお問合せ下さい。
普通火災共済

総合火災共済

火災以外にも様々な事故から
建物を守ります。
※水災補償は、総合火災共済
への加入が必要です。
お問合せ：㈿盛岡卸センター

業務課 ＴＥＬ:０１９－６３８－１１１１
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