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4月4日㈪・5日㈫ラ
ポール盛岡研修室に
おいて、組合主催によ
る令和4年度新入社員
合同研修会を㈱経営
コンサルタント協会
アドバイザーの西田
竜治氏を講師に迎え、
11社20名の参加で感染症対策を講じた上で研修会
を開催した。
研修は仕事の進め方やビジネスマナー、社会人
としての意識等を講義やグループワークを通じて
学んだ。
特に実演形式で学ぶ電話応対や来客応対では、
互いに役割を変えながら学び、加えて相互批評す
ることにより学習内容の定着につながったと思わ
れる。
研修会終了後、それぞ
れの目標を胸に社会人と
しての第一歩を踏み出し
た。
なお、各受講者が色紙
に書いた抱負は次の通り。

最初の1年だからできないこと、知らないこと
が多いですが、焦らずに1つずつ覚えていき、
努力していきたいと思います。
少しでも早く仕事に慣れ地域社会に安心安全の
食を提供出来る人材になる
責任感ある大人にな
プロフェッショナルセ
る親戚の子供にお年
ールスマンに絶対なる
玉をあげる
５Ｓ
自分のキャパを理解し
整理・整頓・清掃・
ながら一生懸命努力す
清潔・躾 徹底！
る
早く仕事を貰えるよ
社会人としての人間力
うに頑張っていきた
を高める
い
日々学び1日でも早く
毎日、1歩ずつ前進。
戦力に‼
思いやり
できることを
少しずつ
笑顔
できるように
形影相同
温厚篤実
勇住邁進
信頼
挑戦
気
挑

理
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理事会（３月２３日開催）

１．報告事項
⑴令和３年度組合収支決算見込みについて
令和3年度に急遽実施となった職域接種事業の
実績が盛り込まれた組合収支決算見込みを報告し
た。
⑵職域追加接種(３回目)について
当組合の職域追加接種(3回目)について、申込期
限までに政府の指針が2回目の接種から7か月と変
更がなかったため、5月14日㈯と15日㈰と確定し、
接種希望企業に実施日程の確定文書を送付したこ
とと本日現在で987名の希望者がいることを報告。
⑶公園管理業務について
広宮沢公園の野球場、テニスコート及び鹿妻公
園のソフトボール場の利用について組合のホーム
ページをリニューアルし、分かりやすく表示した。
また、新年度の利用開始日は4月1日とし、3月1日
から予約を開始したことを報告。
⑷組合会館地下文書箱の利用について
組合会館の地下には組合事務局と組合員間の文
書のやりとりに利用する目的で文書箱が設置され
ているが、組合からの重要な通知文書を置いてい
く行為が散見されるようになったため、各社に一
度文書を全て持ち帰っていただくよう案内した。
最近様々なチラシが入れられるようになったこと
が原因の一つであるため、文書箱付近には無断で
チラシを入れないように注意文を掲示した。今後、
チラシについては文書箱横に設置したラックに置
いてもらい、必要な人が持ち帰りいただくことと
するのでご協力をお願いしたい。
２．提出議案
第１号 組合会館外壁改修工事の承認について
前回の理事会において協議した外壁改修工事
について、見積金額の精査と塗料の検討をする
ことが課題となった。
3月18日に第3回組合会館外壁改修工事特別委
員会を開催し、見積金額の妥当性と塗料の検討
を協議した結果、見積金額は妥当であり、耐用年
数が長い塗料の選定がランニングコストを考え
ると良いのではないかと意見が出された。
以上のことについて、理事会において検討し
た結果、委員会での意見を了承し、今後組合会館
の長期使用のために環境改善を図ることで承認
された。
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第１回

理事会（４月２１日開催）

１．報告事項
⑴令和３年度事業概況及び収支決算見込みについ
て
事業概況について、令和3年度は前年度に続きコ
ロナ禍により組合行事の多くが開催出来なかった
が、新型コロナワクチン職域接種を実施したこと
等が説明された。決算見込みについては、4月27日
に監査会を実施することを報告した。
⑵職域追加接種(３回目)について
職域追加接種(3回目)について、当日のスタッフ
をボランティアとして組合員・賛助会員企業より
参加協力を募っていることを報告。
⑶事務局人事について
4月1日付で袖野巌を受託施設管理課の嘱託職員
として採用したことを報告。
２．提出議案
第１号 令和４年度事業計画骨子及び収支予算案
の承認について
事業計画は、組合会館事業において大規模な
外壁改修工事を実施することや、組合独自の防
犯灯の整備を検討することに加え、岩手流通セ
ンター活き活き祭の再開や岩手流通センター地
域協議会の立ち上げ等を予定していることが説
明された。予算案については、原案通り承認され
通常総会に上程することとなった。
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
原案通り承認された。
第３号 団地内施設及び組合出資持分譲渡の承認
について
原案通り承認された。
第４号 副理事長１名の追加互選の承認について
細野裕之理事(東北シート工業㈱代表取締役）
が新たな副理事長に選任され、副理事長は3名体
制となった。

部 会 ・ 経 営 研 究 会 活 動
・部会通常総会
令和4年度の部会通常総会が第1部会は4月8日㈮、
第4部会は4月11日㈪、第6部会は3月22日㈫にそれ
ぞれ開催された。
審議の結果、以下の議案について原案通り可決・
承認された。
第１号
第２号
第３号

一

令和３年度事業報告及び収支決算の承認
について
令和４年度事業計画及び収支予算案の決
定について
令和４年度部会費の徴収について
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4月11日㈪～14日㈭に矢巾勤労者共同福祉セン

ターにおいて「春の一般健康診断」を実施し、4日
間で466人が受診した。
今年度も新型コロナウイルス感染防止のため、
会場 前 で検温 と
手指 の 消毒を 行
うな ど の対策 を
講じた。前半は天
候が良く、受診率
も90 ％ と良好 で
あった。

春 の 団 地 内 一 斉 清 掃 を 実 施
4月13日㈬及
び 14 日 ㈭ 流 通
センター内春
の一斉清掃を
実施した。
天気予報で
は、雨の恐れが
あった為事前
の清掃活動も
依頼していたが両日ともに雨は降らずに済んだ。
14日午前10時からは清掃実施状況の確認のため、
環境整備委員会委員が流通センター内を北側と南
側コースに分担して巡回した。
巡回確認の結果、全体的にしっかりと各企業で
清掃が行われている状況であり特に表側にはごみ
はほとんど落ちていなかったが、前回の清掃時に
もいくつか指摘のあった裏通り側(背割道路)の清
掃についてゴミが落ちている箇所がいくつか見ら
れた。委員会では、表側だけではなく裏側の清掃に
ついてもお願いをしているので組合員・賛助会員
にはご協力頂きたい。
また、枯れた
雑草がそのまま
放置され道路ま
ではみ出てきて
いる企業が多く
みられるので放
置せずに一斉清
掃を利用して草
刈りもお願いし
たい。

組 合 員 変 更 ・ 異 動 状 況
＊組合加入＊
・㈱マクシスコーポレーション(第4部会)
事業内容：鋼材・建築部品・アタッチメント事業
本
社：東京都港区芝大門1-10-11
芝大門センタービル5F
TEL:03-5403-7058 FAX:03-5403-2762
代 表 者：代表取締役 小松 稔
所 在 地：矢巾町流通センター南1-7-9
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＊代表者変更＊
・東北アルフレッサ㈱(第6部会)
代表取締役 内田 信也〔川島

啓嗣〕

＊団地内責任者変更＊
・エンパイヤ自動車㈱(第4部会)
盛岡営業所所長 田貝 直之〔土田

鉄也〕

・㈱東流社(第5部会)
盛岡営業所所長 菅原

睦男〕

哲雄〔豊巻

＊組織変更＊
・イシグロ㈱盛岡支店(旧：イシグロ㈱盛岡営業所)

6月 13日㈪ 第4部会 例会
6月 17日㈮ 岩手トラックターミナル㈱
取締役会・株主総会(市内)
6月 18日㈯ 経営研究会 ゴルフコンペ(北上市)
6月 21日㈫ 岩手県中小企業団体中央会 総会
(市内)
6月 22日㈬ 第3回 理事会
6月 23日㈭ 全国卸商業団地㈿連合会 通常総会
(東京)
6月 24日㈮ 全国卸商業団地企業年金基金
代議員会(東京)
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9日㈪ 第4部会 例会
10日㈫ 第1部会(靴部会) 例会
11日㈬ 第2回 理事会
13日㈮ 1日ハローワーク所長来組
14日㈯・15日㈰
職域追加接種3回目(福祉センター)
5月 16日㈪ 全国卸商業団地㈿連合会 役員会
(東京)
〃
岩手県中小企業団体中央会 理事会
(市内)
〃
岩手県商工振興協同組合 理事会
(市内)
5月 20日㈮ 岩手トラックターミナル㈱
取締役会(市内)
〃
経営研究会 通常総会(市内)
5月 24日㈫ 矢巾町商工会 通常総会(矢巾町)
5月 30日㈪ 第52回 通常総会(福祉センター)
6月 2日㈭ 岩手県中小企業団体中央会
専門委員会(市内)
6月 6日㈪ 第1部会(繊維部会) 例会
6月 8日㈬ 第6部会 役員会
6月 9日㈭ 経営研究会 役員会

せ

・ラポール盛岡１Ｆロビー催事予定
催事内容

5月
5月
5月
5月
5月

ら

乾物・珍味販売

5
月

婦人服販売
雑貨販売
くつ販売
乾物・珍味販売

6
月

婦人服販売
雑貨販売

開催日

12、19、26
23～25、30、31
16
2、20、27
2、9、16、23、30
15、16、27～29
8

※都合により追加・変更になる場合があります。

＜第５２回通常総会の開催＞
日

時：令和４年５月３０日㈪
午後２時より

場

所：盛岡地区勤労者共同福祉センター
矢巾町流通センター南 1-2-7
場：大ホール

会

※正式なご案内は、後日発送いたします※

組合共同給油所「ＭＯＣＣＳ」
共同給油所「ＭＯＣＣＳ（モックス）」は、組合所有施設で、元売りである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、共同給油所「ＭＯＣＣＳ」の利用をお願い致します。
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㈱担当はまでご連絡を
お願い致します。

組合共同事業
共同給油所 ＭＯＣＣＳ ＳＳ 流通商事㈱
住所: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
Tel:019-637-2478
営業時間:7:00-22:00 祝日 7:00-20:00
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・洗車サービスなどお得情報を配信
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。

お問合せ：㈿盛岡卸センター 業務課 ０１９－６３８－１１１１ ＭＯＣＣＳ ＳＳ 流通商事㈱ ０１９－６３７－２４７８
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新型コロナワクチン職域追加接種
(３回目)希望者の皆様へお知らせ
ワクチン接種は下記日程にて行います。
お申込みをしている接種希望者の皆様は注意事項に留意しお越しください。
〔日時(受付時間)〕

➀５月１４日(土)
②５月１５日(日)

１３時３０分～１６時３０分
１３時３０分～１６時３０分

※個別の時間は、各社異なりますので自社の担当者へ確認してください。
(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接種券付予診票、予防接種済証、身分証明書(健康保険証、運転免許証等)、整理券を必ず
お持ちください。
※接種券付予診票、予防接種済証がないと接種できません。
※予診票は、事前に記入をお願い致します。
⑤時間厳守でお願い致します。
※そのほか会場では、医師・看護師・スタッフの指示に従って頂くようお願い致します。
お問合せ：㈿盛岡卸センター 業務課 髙田・和蛇田
ＴＥＬ ０１９－６３８－１１１１

外壁塗装工事に伴う会館駐車場利用
について
組合会館は本年５月上旬～１２月末まで外壁塗装工事を行います。
これに伴いまして会館駐車場の下記の建物に面している区画には足場設置のためご利用
頂けなくなります。
会館駐車場に空きがない場合は➀会館南側駐車場、②会館北側砂利駐車場がございますの
でそちらをご利用下さい。
※➀の駐車場は福祉センターで催事が開催されている場合はご利用頂けません。
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