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第 ５ ２ 回 通 常 総 会 開 催
5月30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、高橋昌造矢巾町
長はじめ8名の来賓を
迎え、第52回通常総会
が開催された。
総会は、委任状を含
む組合員140名の出席により定刻に開会され、提出
された全議案が満場一致で原案通り承認された。
組合運営につきまして、今後とも組合員皆様の
なお一層のご支援ご協力をお願い申し上げます。

第３回

理事会（６月２２日開催）

１．報告事項
⑴職域追加接種(３回目)実施報告
⑵組合会館外壁改修工事進捗状況報告
⑶２０２２岩手流通センター活き活き祭について
2022岩手流通センター活き活き祭について、6月
21日に開催した岩手流通センター活性化委員会に
おいて中止とする結果になったことを報告。
未だに収束に至らない新型コロナウイルス感染
症は日本国内で置き換わりが進み、小児の感染が
引き続き多い傾向にあることと祭りの準備期間に
第6波の新規感染者が連日生じ、安心安全なイベン
ト内容を考えることが容易ではなかったため、10
回続いた祭りを一度仕切り直す意味で中止するこ
ととした。
今後はイベント等の内容を含めて検討していき
たいと考えている。
⑷サマージャンボ宝くじの取り扱いについて
組合会館ストアにおいてサマージャンボ宝くじ
を臨時で取り扱い、7月5日からジャンボ及びミニ
の宝くじを販売することを報告。

部 会 ・ 経 営 研 究 会 活 動

理
第２回

事

会

結

果

報

告

理事会（５月１１日開催）

１．報告事項
⑴職域追加接種(３回目)進捗状況報告
⑵組合会館外壁改修工事進捗状況報告
２．提出議案
第１号 第５２回通常総会提出議案の承認につい
て
5月30日㈪に開催される通常総会の提出議案
について、令和3年度事業報告・収支決算、令和
4年度事業計画・収支予算など全ての議案が原案
通り承認された。
第２号 組合会館自家発電設備更新工事の承認に
ついて
本案件については一昨年9月に承認されたが、
工事過程で電気配線が当初の予定と違うことが
判明したため再度見積りを取り直し、修正した
内容により更新工事をすることが承認された。

・経営研究会通常総会
5月20日㈮午後6時から第46回通常総会がホテル
ロイヤル盛岡において来賓7名、会員30名の内18名
の出席を得て開催された。
総会では令和3年度事業報告並びに収支決算、令
和4年度事業計画並びに収支予算案が原案通り可
決された。その後、岩手県中小企業青年中央会平野
喜英副会長と㈿盛岡卸センター藤村文昭理事長か
ら祝辞が述べられ、総会は無事終了した。
引き続き2年ぶりに行われた懇親会では、商工組
合中央金庫盛岡支店井上尚洋支店長より乾杯の発
声後、出席者の交流が図られ、途中には新会員と未
開催中にＯＢになられた会員から一言頂き盛会裏
に終了した。
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・経営研究会 第５７回ゴルフコンペ
6月18日㈯きたかみカントリークラブにおいて
第57回ゴルフコンペが開催された。
当日は真夏日を記録し6月とは思えない暑さと
なったが、新緑が映える最高のコースコンディシ
ョンの中で皆ゴルフを満喫した。表彰式は盛岡市
内のホテルに場所を移して開催をした。懇親会を
兼ねての表彰式は3年ぶりであり、大いに盛り上が
り親交を深めた。
＜参加者＞ 13社 16名
＜成 績＞(新ぺリア方式)
優 勝 高橋 一仁(ﾄﾖﾀL&F岩手㈱)
準優勝 髙橋 貞雄(タカヨ建設㈱)
第３位 金谷 嶺孝(㈱カナヤ)
ﾍﾞｽｸﾞﾛ
〃

NET
NET
NET
GROSS

72.0
72.4
72.6
75

コロナワクチン職域接種３回目を実施
5 月 14 日 ㈯ と 15 日 ㈰
に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
とする職域追加接種(3
回目)を盛岡地区勤労
者共同福祉センター大
ホールにおいて実施した。14日は432名、15日は370
名と合計802名の方に接種することができた。
今回も医師と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、関係団体や組合員と賛
助会員企業の従業員による多くの方々の協力のも
と、接種後の体調不良を訴える方が出なかったこ
とや大きな混乱もなく無事に実施することができ
た。
新規感染者は連日出ているが、ウィズコロナで
様々な活動が再開しつつあるなかで、さらに経済
活動の回復が期待される。

ラポール盛岡(組合会館)
外壁改修工事に関するお知らせ
ラポール盛岡（組合会館）では、各テナントは通
常営業をしつつ、12月末までの予定で外壁改修工
事を行っている。6月から8月頃まで外壁の塗材除
去作業をしているため、工事作業によっては該当
箇所の内部にかなりの工事音が響いている状況で
ある。

１ 日 ハ ロ ー ワ ー ク 所 長 来 所
5月13日㈮午前
11時、1日ハロー
ワーク盛岡所長
の任命を受けた
盛岡市立高校3年
の澤屋敷海美さ
ん、下平紘星さん
が藤澤和義盛岡
副市長、佐々木隆
盛岡広域振興局
長、大久保徳男盛岡公共職業安定所長と共に当組
合を訪れ、藤村理事長に令和5年3月卒業予定者の
求人確保のための雇用要請書を手交した。

ラポール盛岡研修室は、通常通り貸出しを行って
おりますが、工事の状況によってはご迷惑をおかけ
することになります。あらかじめご理解頂きますよ
うお願い致します。
また、足場を組んでいるため会館に面している駐
車場は利用できなくなっており、福祉センター大ホ
ールの利用がない場合は、組合会館南側駐車場を臨
時で開放しますのでご利用ください。

組 合 員 変 更 ・ 異 動 状 況
＊代表者変更＊
・岩手県産㈱(第2部会)
代表取締役
佐藤
学〔岩間
・㈱佐藤政行種苗(第6部会)
代表取締役
小原 浩美〔松浦
＊団地内責任者変更＊
・㈱シグマット(第3部会)
盛岡支店支店長
星
典快〔太田
・ジャパン建材㈱(第3部会)
盛岡営業所所長
鈴木 正貴〔東
・太陽産業㈱(第4部会)
盛岡営業所所長
下村 貴弘〔猪俣

隆〕
健一〕

周二〕
賢一〕
精保〕

＊所在地変更＊
・タカヨ建設㈱(第3部会)
本 社：矢巾町大字下矢次1-100
(旧住所：矢巾町大字下矢次2-23)
代表者：代表取締役 髙橋 貞雄
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・いすゞ自動車販売㈱(第4部会)
本 社：神奈川県横浜市西区高島1-2-5
横濱ゲートタワー7F
(旧住所：東京都品川区南大井6-26-1)
代表者：代表取締役 蛭間 淑雄
＊社名変更＊
・㈱マルノ(第3部会)
(旧社名：丸乃タイル㈱)
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・ラポール盛岡１Ｆロビー催事予定
7
月

8
月

催事内容
乾物・珍味販売
婦人服販売
雑貨販売
唐揚げ弁当販売
乾物・珍味販売
婦人服販売
雑貨販売
健康飲料試飲・販売
唐揚げ弁当販売

開催日

7、14、21、28
6～8、11～13、25～27
15
5、8、12、15、19、22、26
4、18、25
1～3、29～31
24
25
2、5、9、12、16、19、23、26、
30

※都合により追加・変更になる場合があります。

行
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7月
7月
7月

5日㈫ 総務・税制委員会
6日㈬ 第1部会(靴部会) 例会
7日㈭ 東北卸商業団地連絡協議会
通常総会(秋田市)
7月 15日㈮ 経営研究会 7月例会(市内)
7月 19日㈫ 第4回 理事会
7月 22日㈮ 第2部会 総会(市内)
7月 26日㈫ 岩手銀行会社説明会2022年度
サマーミーティング(市内)
〃
盛岡法人会流通センター支部
役員会・総会
7月 29日㈮ 第4部会 納涼会(市内)
8月 1日㈪ 第6部会 納涼会(市内)
8月 3日㈬ 経営研究会 役員会
8月 4日㈭ 岩手県中小企業団体中央会
三役会(市内)
8月 18日㈭ 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)
8月 22日㈪ 労務厚生委員会

⼀⻫清掃に関するアンケート結果
➀.今回(春)の⼀⻫清掃を実施しましたか︖

発⾏ 166 社中 回答数 127 社

・はい 110社 いいえ17社
※いいえの企業は⾃社で別途実施した企業も含まれています。
②.今回(春)の⼀⻫清掃はいつ・どの時間帯に実施しましたか︖
・10〜20分実施 10社 ・30〜40分実施 41社 ・50〜60分実施 25社
・その他、無回答 51社※中には2〜3時間実施した企業もありました。
・実施⽇についてはほとんどが1⽇目でしたが天気や業務の都合上で別⽇に実施した企業も多かったです。
③.清掃は何名で実施しましたか︖(団地内社員数に対して参加した割合)
・0〜30％ 17社
・31〜70％ 41社
・71〜100％ 45社 ・⼈数未回答 24社
④.清掃の際のゴミはどんなものがありましたか︖(複数選択可)
・雑草・枯草 104社 ・汚泥 56社 空缶、ペットボトル 27社 その他 22社
※その他では、ビニールや発砲スチロール・段ボール、除雪後のゴミなどの回答がありました。
⑤.⼀⻫清掃は必要だと思いますか︖
・必要だと思う 110社
・必要ないと思う 13社
・わからない 2社
・無回答 ２社
⑥.⑤で「必要ないと思う」と回答した具体的な理由はありますか︖
「⽇頃から清掃をしているから」・「時間を合わせられないから」・「時間外勤務になるから」・「各社で⾏えばいい」
などの意⾒がありました。
⑦.歩道の草刈り、建物裏側(裏通り側)の清掃を実施しましたか︖
・実施した 97社 ・実施してない 16社 ・知らなかった 6社 ・無回答 8社
⑧.その他ご意⾒ご要望等
スイーパー⾞での清掃、樹⽊の伐採の要望や清掃時期の変更などここに載せきれないほど多くのご意⾒ご要
望を頂きました。今後、環境整備委員会にて協議して参ります。

＊アンケートへのご協⼒ありがとうございました＊
(3)

サマージャンボ宝くじ
販売のお知らせ
組合会館ストアにて、サマージャンボ・ミニ宝くじを販売します。
販売期間は、７月５日～８月５日まで。

１等・前後賞
合わせて

ミニ１等３，０００万円

７‼
億
円

※組合会館ストアでは、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。

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

地震危険補償特約

火災以外にも様々な事故から建物を守ります。
総合火災共済への加入で、水災の補償も追加できます。
地震危険補償特約をセットすることで、火災共済では補えない地
震を原因とする火災・倒壊・津波の損害も補償されます。
※地震危険補償特約は原則として、昭和５６年６月以降の建物(家
財等動産は不可)のみが対象で火災共済契約額の３０～５０％以
内で１，０００万円が上限となっています。
お問合せ：㈿盛岡卸センター

業務課 TEL:０１９－６３８－１１１１

岩手県火災共済のＨＰからも各種パンフレット等がダウンロードできます。ＵＲＬ: https://www.iwtkasai.jp/
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