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新型コロナワクチン職域接種を実施

理

組合員及び賛助会
員企業の従業員と流
通センター地域住民
を対象とした新型コ
ロナワクチンの職域
接種を9月11日㈯、12
日㈰に盛岡地区勤労
者共同福祉センター
大ホールで1回目、10月9日㈯、10㈰に同センター
体育館で2回目を実施し、各回とも約1200人に接種
を行った。
今回の職域接種を実施するにあたっては、医
師・看護師などの医療スタッフを派遣していただ
いた医療機関や組合員企業及び従業員など多くの
スタッフの協力のもと大きな混乱もなく実施でき
た。コロナ禍で多く
の組合活動が制限
されている中、ワク
チン接種により安
全・安心な職場環境
が整い、経済活動の
早期回復が期待さ
れる。

第６回

事

会
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理事会（９月２４日開催）

１．報告事項
⑴組合収支状況報告（令和３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
158,577 千円、共同事業 費は142,496千円であり
16,081千円の粗利益となった。賦課金収入、事業
外収入が計18,292千円、一般管理費、事業外費用
が計16,194千円、結果として当期利益は18,179千
円であり、ほぼ計画通りに推移していることを報
告。
⑵新型コロナワクチン職域接種について
⑶流通神社例大祭並びに奉賛会総会の開催につい
て
⑷㈱中儀本店和解契約満了について
旧組合員㈱中儀本店に対する施設売却後の貸付
金債権処理について、令和元年12月に連帯保証人
との間で締結した和解契約条件が全て履行され、
今後、清算処理を進めて行くことを報告。
２．提出議案
第１号 団地内施設の賃借及び賛助会員加入の承
認について
㈱カガヤ不動産(第5部会所属)が所有する団
地内施設を日之出水道機器㈱に賃貸し、賃借人
が賛助会員に加入することが承認された。同施
設は、東北支店 東北第一営業所として8月17日
から営業を開始している。
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
㈱カガヤ不動産(第5部会所属)が所有する団
地内施設及び組合出資持分をJKホールディング
ス㈱(第3部会所属)に譲渡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新型コロナワクチン職域接種について
⑵各委員会委員長・副委員長の互選結果について
別添 委員会委員一覧参照
⑶流通神社についての報告
２．協議事項
⑴令和４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、開催の是非について協
(1)

議したところ、感染防止対策を講じた上で開催を
する方針となった。来年1月20日㈭にホテルメトロ
ポリタン盛岡NEW WINGで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
㈱カガヤ不動産(第5部会所属)が所有する団
地内施設及び組合出資持分を日産部品岩手販売
㈱(第4部会所属)に譲渡することが承認された。

流通神社例大祭・奉賛会総会

＊賛助会員加入＊
・日之出水道機器㈱
事業内容：鋳鉄・ﾎﾟﾘﾏｰｺﾝｸﾘｰﾄ研究開発、
製造・販売
本
社：福岡県福岡市博多区堅粕5-8-18
代 表 者：代表取締役 浅井 武
所 在 地：盛岡市流通センター北1-11-7
TEL:019-637-9617 FAX:019-637-9618
団地内責任者：東北第1営業所長 井上 強太
＊社名変更＊
・㈱メジィ(第5部会) ※旧社名：㈲佐々木商事

行
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。
当日はあいに
くの雨模様であ
ったが、高橋矢
巾町長、井上商
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50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2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。現在奉
賛会会員は99団体となり、今般新しく作成した流
通神社の御札を会員に配布した。

事

予

定

11月 2日㈫ 繊維部会・部会企画委員会
合同会議
〃
第3部会 役員会
11月 5日㈮ 新入社員フォローアップ研修会
11月 8日㈪～10日㈬・15日㈪
生活習慣病予防健診・がん検診
11月 16日㈫ 総務・税制委員会
11月 17日㈬・18日㈭
団地内秋の一斉清掃
11月 18日㈭ 盛岡地域雇用開発協会 役員会
(市内)
〃
環境整備委員会
〃
経営研究会 11月例会(市内)
11月 24日㈬ 第8回 理事会
11月 25日㈭ 労務厚生委員会
11月 26日㈮ 中間決算監査会
12月 2日㈭ 第6部会 忘年会(市内)
12月 7日㈫ 企画委員会
12月 8日㈬ 第1部会(靴部会) 例会
〃
経営研究会 役員会
12月 13日㈪ 第4部会 例会
12月 16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(市内)

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。

組 合 員 変 更 ・ 異 動 状 況

普通火災共済

＊所在地変更＊
・みちのくコカ・コーラボトリング㈱(第2部会)
本 社：岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル6F・7F
(旧住所：岩手県紫波郡矢巾町広宮沢1-279)
・㈱トーセン(第3部会)
本 社：東京都千代田区大手町2-1-1
新大手町ビル5F
(旧住所：東京都千代田区大手町2-7-1
ＪＦＥ商事ビル）
(2)
令和３年１１月１日 ラポール盛岡ニュース 速報版

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。
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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
ギフト販売
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

4、11、18、25
1、2、22、29、30
5、15、19、22、25、30
26
15
3
2、9、16、23
1、13～15、27、28
6、10、15、24、27～29

実施日：１１月１７日㈬・１８日㈭ 午前中
※各社で調整の上、２日間のうちいずれかで実施して
頂くようお願い致します。
(１８日正午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
〇自社付近の落ち葉の清掃作業
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致します。

※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 流通商事㈱

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

ＭＯＣＣＳ ＬＩＮＥアカウント
ガソリン価格情報や、タイヤ・オイル交換など
についてのお得情報を配信しております。
左記のＱＲコードを読み取るだけで簡単に登
録できます！
※ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

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
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