【第５７号】
令和２年１１月１日

組 合 創 立 ５ ０ 周 年 記 念 式 典

（式辞 ： 藤村理事長）

10月6日㈫午後3時30分より協同組合盛岡卸セン
ター創立50周年記念式典が、盛岡グランドホテル
において来賓及び組合関係者ら約150人が出席し
て盛大に挙行された。
記念式典は、当初3月10日㈫に予定されていたが、
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて延期され、
更に直前で祝賀会を中止し、感染対策を講じたう
えで式典のみの開催となった。
記念式典は、50年のあゆみを綴ったＤＶＤを上
映したのち開会し、国歌斉唱、物故者に対する黙
祷が行われ、続いて藤村文昭理事長より式辞が述
べられた。その後来賓祝辞に移り、東北経済産業
局長、岩手県知事、中小企業基盤整備機構理事長、
盛岡市長、矢巾町長から厚志溢れる祝辞が述べら
れた。
続いて、功労者表彰、感謝状授与及び永年勤続
従事者表彰が行われ、中小企業庁長官表彰3名、中
小企業基盤整備機構理事長表彰3名、全国卸商業団
地協同組合連合会会長表彰3名と組合に対して商
工組合中央金庫感謝状が授与され、引き続き永年
勤続従事者52名の代表に表彰状が授与された。受
賞者を代表して、岡村弥副理事長が謝辞を述べた。
最後に祝電が披露され、記念式典が終了した。

（中小企業庁長官表彰 受賞者）
※左順※
㈱モリレイ
代表取締役社長 岡村
弥 氏
経済産業省東北経済産業局
産業部長 藤本
隆 氏
㈱三協メディケア
代表取締役会長 齊藤 哲哉 氏
東北物産㈱
代表取締役社長 太田代武彦 氏
（中小機構理事長表彰 受賞者）
※左順※
丸幸商事㈱
代表取締役社長 久慈
繁 氏
(独法)中小企業整備基盤機構
理事 鈴木 久雄 氏
㈱木津屋本店
代表取締役社長 池野 裕治 氏
㈱寿広
代表取締役代表 菅原 廣耕 氏
(代理：副社長 藤原 護 氏)
（商団連会長表彰 受賞者）
※左順※
流通商事㈱
代表取締役社長 川崎 正孝
全国卸商業団地㈿連合会
副会長 田中 善一
㈱日進
代表取締役社長 恩田 俊彦
岩手建商㈱
代表取締役社長 中谷
淳

氏
氏
氏
氏

（商工中金感謝状）
組合としても㈱商工組合中央金庫
より感謝状を取締役常務執行役員の
河野一郎様(写真左)より頂戴いたし
ました。

（永年勤続従事者表彰）
永年勤続従事者表彰には５２名の
方が表彰され、代表で㈱井上商店 常
務取締役の小田島英二さんに表彰状
が授与されました。

（協同組合盛岡卸センター役員一同）
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理事会（９月１１日臨時開催）

１．提出議案
第１号 組合創立５０周年記念式典・祝賀会開催
の可否について
本県において新型コロナ感染者が発生したこ
とに伴い急遽理事会を開催し、組合創立50周年
記念式典・祝賀会開催の可否について審議した。
結果、感染リスクが高いと思われる祝賀会は
中止し、記念式典のみ開催することが決定した。
第６回

理事会（９月２３日開催）

１．報告事項
⑴組合収支状況報告(令和２年７月末試算表）
今年度4カ月間の収支状況は共同事業収入
141,948千円、共同事業費は133,186千円であり
8,762千円の粗利益。賦課金収入、事業外収入が
計13,833千円、一般管理費、事業外費用が計
14,368千円、結果として当期利益は8,227千円で
あり、ほぼ計画通りに推移していることを報告。
⑵組合創立５０周年記念式典について
⑶流通神社例大祭並びに奉賛会総会の開催につい
て
⑷卸商業団地機能向上支援事業について
⑸組合会館ＬＥＤ照明改修工事の進捗状況につい
て
9月5日より予定通り着工し、12月10日の竣工
を目指す。9月23日時点の工事終了箇所を報告。
⑹賛助会員の脱会について
ユニオン広研㈱(第5部会所属)の施設を賃借
していた理研コランダム㈱が団地内事業所の閉
鎖により8月31日を以って賛助会員を脱会した。
２．提出議案
第１号 会社分割に伴う団地内施設及び組合出資
持分譲渡の承認について
㈱三協医科器械(第6部会所属)が会社分割に
より団地内施設及び組合出資持分を㈱三協メデ
ィケアに譲渡することが承認された。㈱三協医
科器械は賛助会員となり、10月1日からは会社合
併によりレジットメディカル㈱に社名が変更さ
れる。
第２号 組合会館自家発電設備更新工事の承認に
ついて
組合会館の自家発電設備は経年劣化による不
具合があるため、設備の更新工事を実施するこ
とが承認された。
第７回 理事会（１０月２１日開催）
１．報告事項
⑴組合創立５０周年記念式典の報告
⑵流通神社例大祭についての報告
⑶旧物流センター砂利駐車場賃貸契約終了につい
て
盛岡物流センター施設売却時の買主側からの
条件であった施設東側の砂利駐車場の賃貸借契
約が9月末を以て終了し、売却時の条件をすべて
満たしたことを報告。

２．協議事項
⑴第２・第３研修室間仕切り撤去について
第2研修室と第3研修室の間仕切りを撤去し、
さらに大きな研修に対応できる研修室にする予
定である。
⑵令和３年新春セミナー並びに新年交歓会の開催
について
コロナ禍の状況を鑑み開催の可否について審
議したところ、コロナ対策を講じた上で開催を
する方針となった。来年1月29日㈮にホテルメト
ロポリタン盛岡NEWWINGにおいて開催する予定
である。
３．提出議案
第１号 団地内施設及び組合出資持分譲渡の承認
について
㈱ササキコーポレーション(第4部会所属)の
団地内施設及び組合出資持分を㈲ライトハウス
に譲渡することが承認された。

団地内街路灯調査研究事業委員会
9月1日㈫に第2回事業委員会を開催した。
委員会では、今回の事業の主体となる調査及び
コンサルティングを行う業者を選定した。
また、現況調査の一つであるアンケート調査の
内容について協議し、流通センター内の全企業、
団体及び住宅地の役員を対象に調査することが承
認された。今後、既存の街路灯の照度調査や個々
の機器の状態等の調査を実施する。

流通神社例大祭・奉賛会総会
10月1日㈭午前11時から組合会館に隣接する流
通神社境内において例大祭を開催した。
高橋矢巾町長、 商工中金盛岡支店長ほか金融
機関の代表、流通センター内の企業や団体・住民
代表など約40名の参列により、流通センター関係
者の商売繁盛・家内安全を祈願し神事が執り行わ
れた。
神事の後には第1回目となる流通神社奉賛会通
常総会が会員28人の参加により開催された。昨年
の遷座の際から暫定的に会長を務めてきた当組合
藤村理事長が正式に奉賛会会長に選任された。
そのほかの役員は以下のとおり。
氏
会

長

藤村

名
文昭

所属企業団体・役職
㈿盛岡卸センター 理事長

副会長

太田代武彦

㈿盛岡卸センター 副理事長

副会長

岡村

弥

㈿盛岡卸センター 副理事長

別

当

熊谷

久

神社管理者

幹

事

安江由喜雄

岩手流通輸送センター㈿ 理事長

幹

事

大矢

幸一

流通センターコミュニティ 会長

監

事

遠藤

芳彦

岩手トラックターミナル㈱ 専務取締役

監

事

村松

孝夫

㈿盛岡卸センター 専務理事
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組 合 員 変 更 ・ 異 動 状 況
〔

〕内前代表者・敬称略

＊代表者変更＊
・第一機材㈱(第３部会)
取締役社長
塩野 悦央〔松尾
勉〕
＊社名変更＊
・㈱Ｉｗａｋｙｏ(第５部会)
(旧社名：岩手教科図書㈱)
＊組合加入＊
・㈱三協メディケア(第６部会)
事業内容：介護事業・ｱｽｸﾙ事業・ｶｰﾌﾞｽ事業
本
社：盛岡市北飯岡1-6-8
TEL:019-601-5862 FAX:019-601-5886
所 在 地：矢巾町流通センター南1-7-7
代 表 者：代表取締役社長 千葉 光春
＊賛助会員加入＊
・レジットメディカル㈱（旧㈱三協医科器械）
事業内容：医療機器・材料販売
本
社：青森県青森市虹ヶ丘1-5-6
所 在 地：矢巾町流通センター南1-7-7
TEL:019-637-0541 FAX:019-637-0536
団地内責任者:岩手支店支店長 千葉 光春

行

事

予

定

11月 4日㈬ 矢巾町環境審議会(矢巾町)
〃
第3部会 役員会
11月 5日㈭・6日㈮
新入社員フォローアップ研修会
11月 6日㈮ 繊維部会・部会企画委員会合同会議
11月 9日㈪～11日㈬・16日㈪
生活習慣予防健診・がん検診
11月 18日㈬・19㈭
団地内秋の一斉清掃
11月 19日㈭ 盛岡地域雇用開発協会 役員会
(市内)
〃
第8回 理事会
11月 26日㈭ ㈿秋田卸センター
創立50周年記念式典(秋田)
〃
経営研究会 11月例会(市内)
11月 27日㈮ 監査会
12月 4日㈮ 第1部会(靴部会) 例会
12月 14日㈪ 第4部会 例会
12月 18日㈮ 岩手トラックターミナル㈱
取締役会(市内)
12月 22日㈫ 第9回 理事会

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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・ラポール盛岡１Ｆロビー催事予定
催事内容
乾物・珍味販売

11
月

婦人服販売
たい焼・たこ焼販売
健康飲料試飲・販売
シクラメンフェア

12
月

乾物・珍味販売
婦人服販売
たい焼・たこ焼販売

団地内「秋の一斉清掃」

せ
開催日

5、12、19、26
24～27
5、6、10、13、20、25、30
20
4
3、10、17、24
14～16、21～25
2、3、10、11、14、15、18
21～25、28、29

実施日：１１月１８日㈬・１９日㈭ 午前中
※各社で調整の上、上記 2 日間のうちいずれかで
実施して頂くようお願い申し上げます。
(１９日午後から収集車が回ります)

＜清掃の留意点＞
〇建物裏側(背割道路側)の清掃作業
〇側溝の清掃(落ち葉や泥)
〇敷地内及び歩道道路の除草作業
団地内環境美化にご協力お願いします。

※都合により追加・変更になる場合があります。

組合共同給油所「ＭＯＣＣＳ」をご利用ください。
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

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
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