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理事会（２月１７日開催）

１．報告事項
⑴組合収支状況報告(令和２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333,960千円、共同事業費は298,631
千円であり35,329千円の粗利益。賦課金収入、
事業外収入が計31,556千円、一般管理費、事業
外費用が計38,773千円となっている。結果とし
て当期利益は28,112千円となった。
⑵組合創立５０周年記念事業収支見込報告
組合創立50周年記念事業については、新型コ
ロナウイルスの影響により記念式典が延期とな
り年度をまたぐ事業となったため、令和元年度
と令和2年度の合計による収支見込を算出した。
50周年引当金戻入6,000千円を含む収入合計は
8,255千円となり、支出は記念誌・動画作成費で
約2,800千円、新聞広告費が約2,500千円など合
計で8,712千円となった。その結果、組合持ち出
しは457千円の見込みである。
⑶卸商業団地機能向上支援事業進捗状況報告
⑷各部会からの理事候補者の推薦依頼について
5月28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14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。
⑸ＪＲ予約・発券業務取扱終了について
ＪＲより今年の夏頃「ビジネスえきねっと」
のサービスが新しくなることの通知を受け、当
組合での事業継続利用が困難であると判断した
ことにより、令和3年3月末をもってＪＲ発券業
務を終了することを報告。
⑹その他
・年間スケジュールについて
来年度の理事会及び令和4年度通常総会まで
のスケジュール案を報告。
・タルトタタン焼き菓子の取り扱いについて
組合会館ストアにおいて、賛助会員である㈱
タルトタタン協力のもと、ラポール盛岡オリジ
ナル焼き菓子詰め合わせを2月1日より取り扱っ
ていることを報告。
２．提出議案
第１号 第５１回通常総会開催日時・場所決定の
承認について
第51回通常総会を5月28日㈮午後2時から盛岡
地区勤労者共同福祉センターにおいて開催する

ことが承認された。なお、今回は新型コロナウ
イルス感染防止対策として大ホールにおいて開
催する予定である。
第２号 団地内施設の賃借及び賛助会員加入の承
認について
㈱レア・レディ（第1部会所属）の施設をフジ
テクノシステム㈱に賃貸し、同社が賛助会員と
して加入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
1月15日㈮に第3回事業委員会を開催した。
委員会では、業務委託した業者から中間報告書
を基に現況調査結果と今後のリニューアル案等の
説明がされた。
内容は、アンケート調査及び照度調査等から全
般的に暗いという結果が示され、ポール等の設備
についても補修等が必要と思われる箇所が多くあ
り、倒壊等の危険がある箇所も数カ所見られ早急
に対応が必要とのことであった。
なお、当初2月中の事業終了を予定していたが、
今後の課題や対応策を更に協議する必要があるこ
とから、4月15日までの期限延長を商団連に申請し
承認された。

組 合 員 変 更 ・ 異 動 状 況
〔

〕内前代表者・敬称略

＊代表者変更＊
・国分東北㈱(第２部会)
代表取締役
佐藤 和宏〔石橋 逸平〕
・サンリード東北㈱(第３部会)
代表取締役
大平
耕〔村木 浩栄〕
＊事業所移転＊
・㈱モリレイ(第２部会)
本 社：紫波郡矢巾町広宮沢11-506-2
(旧住所:矢巾町流通センター南3-5-12)
TEL・FAXに変更はありません。
＊賛助会員加入＊
・フジテクノシステム㈱盛岡営業所
事業内容：空調工事・電気工事
本
社：宮城県仙台市太白区富沢字
鍛冶屋敷前33-7
代 表 者：代表取締役 割田 健二
団地内責任者：所長 飯塚 一弘
所 在 地：矢巾町流通センター南3-4-3
TEL:019-632-2880 FAX:019-632-2881
＊賛助会員脱会＊
・㈱カヴァーロ
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・大森幹雄前専務理事ご逝去
令和3年1月22日大森幹雄前
専務理事がご逝去されまし
た。（享年73歳）
大森前専務理事は昭和47
年に当組合へ入組され、平成
9年より常務理事を14年間勤
められたのち、平成23年から
4年間専務理事を務められ、
当組合50年の歩みの礎を築き長きにわたり組合発
展のためにご尽力いただきました。
生前のご功労に深く感謝いたしますとともに、
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
・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
健康飲料試飲・販売

4
月

乾物・珍味販売
婦人服販売
ギフト販売

開催日

4、11、18、25
8～10、29～31
5、10、15、19、25、30、31
25
1、8、15、22
26～28、30
23

行

事

予

定

3月 2日㈫ 第1部会(靴部会) 例会
3月 3日㈬ 第6部会 役員会
3月 8日㈪ 第4部会 例会
3月 9日㈫ 経営研究会 役員会
3月 10日㈬ 団地内街路灯調査研究事業委員会
3月 12日㈮ 岩手トラックターミナル㈱
取締役会(市内)
3月 16日㈫ 全国卸商業団地㈿連合会
役員会(東京)
3月 17日㈬ 第11回 理事会
3月 19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)
3月 23日㈫ 岩手流通センター活性化委員会
3月 24日㈬ 第6部会 総会
4月 5日㈪・6日㈫
新入社員合同研修会
4月 5日㈪・6日㈫・12日㈪～14日㈬
定期一般健康診断
4月 6日㈫ 第1部会(繊維部会) 総会
4月 14日㈬ 第1部会(靴部会) 例会
4月 21日㈬ 第1回 理事会

※都合により追加・変更になる場合があります。

自動手指消毒機 寄贈
令和３年１月２８日に、第４部会所属の㈱富士電業社様より新型コロナウイ
ルス感染予防に役立てて頂きたいとのことから自動手指消毒機が当組合に
寄贈されました。
この消毒機は高さが低くなっており車椅子の方や小さいお子様でも手指の
消毒が簡単に出来るようになっております。組合会館へご入館の際は手指
の消毒へご協力をお願い致します。
㈱富士電業社では、当組合以外の企業や団体へも自動手指消毒機の寄
贈を行い、販売もおこなっております。
正面入り口の風除室
内左手に設置してあ
ります。
当日は、㈱富士電業
社営業推進本部長の
佐々木様(写真左)よ
り寄贈頂きました。
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「わが町バンザイ」で
流通センター地域を紹介
ＩＢＣ岩手放送の番組「わが町バ
ンザイ」が流通センター地域へ訪れ
ました。
スタート地点となったのは、おと
とし遷座した流通神社でした。
組合員の第４部会所属㈱バンザ
イさん、第５部会所属㈱アウトレジ
ャーさんなどへ取材に訪れ放送さ
れました。
放送の様子は写真で後日、ＩＢＣ
岩手放送のホームページでもご覧
いただけるようです。

蛍光灯の提供について
（組合員・賛助会員限定）
組合会館は昨年に照明のＬＥＤ化工事が完了しました。
これまで使用しておりました蛍光灯が未使用で残っております。
今後社屋のＬＥＤ化をする予定で蛍光灯の在庫をあまり増やしたくないなどの
企業がありましたら差し上げます。

・10Ｗ形…24 本

・20 形 18Ｗ…17 本

・30Ｗ形…2 本

・32Ｗ形…4 本

・40Ｗ形…21 本 ・110Ｗ形…3 本
（詳しいメーカー・型番などはお越しいただいてご確認願います）
※無くなり次第終了致します。
※使用後の処分は各社にて行ってください。
※全て未使用品ですが万一、不点灯など不良品の場合のみ回収します。
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ＪＲ予約・発券業務
終了のお知らせ
この度、ＪＲ東日本より今年の夏頃「ビジネスえき
ねっと」のサービスが新しくなることやチケットレス
乗車の普及などにより現在事務局に設置している
貸出発券機も廃止となる旨の通知がありました。
福利厚生の位置づけで発券業務を継続しており
ましたが、令和３年３月末日をもって発券業務を終
了することとなりましたのでお知らせいたします。

流通センター内雪捨場のご案内
<指定雪捨場所>
※今年は、積雪量が多いため③の箇所が追加になりました。

①.広宮沢公園野球場隣駐車場

満杯

（東側半面のみ）
②.鹿妻公園ソフトボール場隣駐車場

満杯

③.緑地帯用水路沿い道路
雪捨場所の詳細については、
盛岡卸センターのホームページをご覧ください。

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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