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理事会（７月２１日開催）

１．報告事項
⑴新型コロナワクチン職域接種について
職域接種については一度断念をしたが、矢巾町
等関係機関の協力により実施出来る見込みとなり、
6月24日に厚生労働省に申請を行った。7月下旬接
種開始予定で申請したものの、ワクチンの供給不
足により職域接種の審査も滞っており未だ厚生労
働省から正式に受理されてはいないが、現在は8月
下旬開始を目標に準備を進めている。
また、当初のアンケートにおいて接種希望者は
3,200人であったが、各自治体においてワクチン接
種が進んだこともあり、最終的な接種申し込み人
数は1,500人前後になる見込みであることを報告。
⑵組合会館外壁修繕工事について
組合会館のリニューアル計画について今年度は
外壁改修工事を予定している。第3部会を基に外壁
改修特別委員会を立ち上げ、工事仕様の検討、施
工業者の選定方法を協議した。今後、特別委員会
で現場調査等をしながら工事の方向性を決めてい
き、来年からの着工を目指すことを報告。
⑶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
神社奉賛会の通常総会を福祉センターにおいて開
催する予定であることを報告。
⑷その他
・ハロウィンジャンボ宝くじの取り扱いについ
て
矢巾町よりハロウィンジャンボ宝くじの臨時
取り扱いについて照会があり、販売に向けて取
り進めていることを報告。なお、9月22日㈬から
10月22日㈮まで組合会館ストアにおいて販売す
る。

第３号

団地内施設の賃借及び賛助会員加入の承
認について
㈱サンメディカル（第5部会所属）の施設を㈱
サンムーヴィングに賃貸し、同社が賛助会員と
して加入することが承認された。

部 会 ・ 経 営 研 究 会 活 動
・経営研究会 ７月例会
7月19日㈪
午後4時より
ラポール盛
岡において
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 後藤
真理子氏を迎え、
「事業主のための雇用関係助成金
セミナー～助成金を適切に活用し、働き方改革を
推進する～」と題し講演を行った。
コロナ禍において、雇用の安定や職場環境の改
善に向けた取り組み等を実施し、要件を満たすこ
とで受給できる雇用関係助成金の活用方法を講演
いただいた。
その中で必要な書類や要件や、昨今の助成金の
傾向の解説とコロナに関わらず事業主向けの給付
されやすい助成金の要件や締め切り、助成額とい
った情報を知ることができた。
今回はコロナ禍ではあったが経営研究会以外の
参加者も多く、終了後の質疑応答も様々な観点か
らなされ、関心や満足度の高い研修となった。

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。
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
㈱オリエント社(第5部会所属)の団地内施設
及び組合出資持分を㈱ＥＸ管財に譲渡すること
が承認された。
(1)

法人会流通センター支部総会・
イ ン ボ イ ス 制 度 研 修 会
8月3日㈫ラポール盛
岡において盛岡法人会
流通センター支部総会
を22人の参加により開
催した。
総会後の研修会では、
『「インボイス制度」に
ついて』と題し、盛岡税務署審理専門官の福山和
麻氏を講師に迎え研修を開催した。
令和5年10月から導入される「インボイス制度」
の根幹となる「売手が買手に対し、正確な適用税
率や消費税額等を伝えるための手段」を明示しな
がら講義いただいた。
その中で「インボイス制度」を導入し「適格請
求書発行事業者」になる事のメリットや導入へ向
けての課題も確認することができ有意義な研修と
なった。

組 合 員 変 更 ・ 異 動 状 況
＊代表者変更＊
・堀田丸正㈱(第1部会)
代表取締役
平岩
誠〔三好
・岩手ヤクルト販売㈱(第2部会)
代表取締役
日山 正行〔細川
・三洋工業㈱(第3部会)
代表取締役
山岸
茂〔菊地
・㈱テクノサービス(第4部会)
代表取締役
中澤 修身〔青山
・㈱江東微生物研究所(第6部会)
代表取締役
小林 博美〔小林

＊組合脱退＊
・㈱オリエント社

行

事

2日㈭ 岩手県中小企業団体中央会 理事会
(市内)
9月 7日㈫ 第1部会(繊維部会) 例会
9月 8日㈬ 第1部会(靴部会) 例会
9月 11日㈯・12日㈰
新型コロナワクチン職域接種1回目
(福祉センター)
9月 13日㈪ 第4部会 例会
9月 16日㈭ 総務・税制委員会
9月 17日㈮ 岩手トラックターミナル㈱
取締役会(市内)
〃
経営研究会 9月例会(福祉センター)
9月 22日㈬ 中小企業団体中央会 岩手県大会
(奥州市)
9月 24日㈮ 第6回 理事会
10月 1日㈮ 流通神社例大祭・奉賛会総会
10月 9日㈯・10日㈰
新型コロナワクチン職域接種2回目
(福祉センター)
10月 11日㈪ 第4部会 例会
10月 19日㈫ 第6部会 視察研修会
10月 21日㈭ 第7回 理事会
10月 26日㈫ ㈱岩手ソフトウェアセンター
取締役会(市内)
10月 29日㈮ ㈿米沢総合卸売センター
開設50周年記念式典・昼食会
(米沢市)
10月 30日㈯ 経営研究会 第56回ゴルフコンペ
(北上市)

信義〕
仁〕

＊組合加入＊
・㈱ＥＸ管財(第5部会)
事業内容：不動産企画・コンサルティング業務
本
社：矢巾町流通センター南1-8-5 2階
TEL:019-681-3318 FAX:019-681-3319
代 表 者：代表取締役 佐々木 大二郎
＊賛助会員加入＊
・㈱サンムーヴィング
事業内容：ウォーターネット事業
本
社：盛岡市東見前5-57-1 2階
代 表 者：代表取締役 宮崎 直樹
所 在 地：矢巾町流通センター南3-4-2

知

ら

せ

・ラポール盛岡１Ｆロビー催事予定
催事内容

裕道〕
政義〕

定

9月

お
秀樹〕

予

9
月
10
月

乾物・珍味販売
婦人服販売
たい焼・たこ焼販売
乾物・珍味販売
婦人服販売

開催日

2、9、16、30
1、28、29
3、10、17、24、30
7、14、21、28
11～13、25～27

※都合により追加・変更になる場合があります。

2021岩手流通センター活き活き祭
開催中止のお知らせ
本年の岩手流通センター活き活き祭は、新
型コロナウイルス感染症が収束に至らず、来
場者の集団感染発生のリスクを無くすための
対策が難しいことから開催を中止することと
致しました。
来場者並びに出店者の皆様にはご理解のほ
どお願い申し上げます。

(2)
令和３年９月１日 ラポール盛岡ニュース 速報版

ハロウィンジャンボ宝くじ
販売のお知らせ
組合会館ストアにて、ハロウィンジャンボ・ミニ宝くじの販売をします。
販売期間は、９月２２日(水)～１０月２２日(金)まで。

１等・前後賞
合わせて

ミニ１等 ３，０００万円

５‼
億
円

※販売のみで換金は出来ません。
換金は、お近くの宝くじ公式売り場またはみずほ銀行本支店にて行ってください。

コロナワクチン職域接種希望者の
皆様へお知らせ
新型コロナウイルスワクチン接種は下記日程にて行うこととなりました。
接種希望者の皆様は注意事項に留意しお越しください。
(接種日程)
【１回目】① ９月１１日(土) ② ９月１２日(日)
【２回目】①１０月 ９日(土) ②１０月１０日(日)
※個別の接種時間は、各社担当へご確認下さい。
(接種当日の注意事項)
①会場に来る前に自身でも検温をお願いします。(37.5℃以上の場合は原則接種できません。)
②マスクを必ず着用してください。
③肩の出しやすい服装でお越しください。
④整理券、接種券、予診票、身分証明書(健康保険証、運転免許証など)を必ずお持ちください。
※整理券は、各社担当にあらかじめお届けしますので必ずご持参下さい。
※お薬手帳をお持ちの方は持参してください。
※予診票は、事前に記入をお願い致します。
※接種券がなくても接種できますが後日必ず事務局へご提出ください。
(お手元にない方は、自治体によっては職域接種の旨申し出ると事前に発行されますので、
接種当日までに準備できるよう各自治体にご確認願います。)
⑤感染予防の為、時間通りにご来場ください。
※早く来られても受付けできません。
お問合せ：㈿盛岡卸センター 業務課 髙田・和蛇田 TEL019-638-1111
(3)

アスファルト補修材のご案内
組合会館ストアではアスファルト簡易補修
材を取り扱っております。
・ レミファルトＳＴ(２０kg)
使い切りタイプ １袋で約２㎡が目安

➀開封前に少しもみほ
ぐし柔らかくなって
から開封します。
(※手で簡単に開封
できます。)

気になる穴ぼこなどに撒いて乗用車の
タイヤで踏み固めるだけの簡単補修！
※加熱型アスファルト補修ほどの耐久性は
ありません。
※お電話にて在庫確認後にお買い求め下
さい。取り寄せの場合４～５日かかります。
お問合せ：０１９－６３８－４２００(組合会館ストア直通)
０１９－６３８－１１１１(盛岡卸センター 業務課)

②クラックや陥没箇所に敷き均し
ます。
(※ごみや浮石は取り除きます)

③自動車のタイヤ等で転圧をかけ
て終了です。(※専用の転圧機は
必要ありません。)

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２０２1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
(4)
令和３年９月１日 ラポール盛岡ニュース 速報版

