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理事会（７月１９日開催）

１．報告事項
⑴組合会館外壁改修工事進捗状況報告
施工業者より、塗膜除去を進めている途中段階
であるが、躯体コンクリートの劣化状況が激しく、
過去の補修箇所の浮きや剥離が多く見られ、大幅
な追加変更が予想されることから、部分的な劣化
数量調査を事前に実施した上で、変更内容と施工
方針について協議依頼があった。
これに伴い、7月14日に組合会館外壁改修工事特
別委員会を開催し、変更内容や費用等を審議し、出
席委員全員一致で妥当であるとの結論に至った。
特別委員会での意見を踏まえ、理事会において
協議を行い、追加変更について承諾し、引き続き工
事を進めることとした。
また、外壁の塗装色についてイメージ図を見て
頂き、出席役員の投票により色が決定した。
⑵流通神社例大祭について
例年10月1日に開催している例大祭であるが、本
年は10月1日が土曜日であるため、10月3日月曜日
に開催する。また、3年ぶりに直会を開催する予定
であることを報告。
２．提出議案
第１号 新規組合加入の承認について
㈱ＫＮ自動車が組合加入することが承認され
た。
第２号 団地内施設の賃貸及び賃借人の賛助会員
加入承認について
㈱カナヤ(第1部会所属)の施設の一部をビッ
グセンター㈱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。
第３号 商工組合中央金庫の株式増資の承認につ
いて
当組合取引銀行である商工中金の株式10万株
の増資引受について承認された。

部 会 ・ 経 営 研 究 会 活 動
・経営研究会 ７月例会
7月15日㈮午後4時から盛岡八幡宮において経営
研究会7月例会を開催した。
今回の例会は盛岡八幡宮禰宜の藤原大修氏に
「神社の諸々について」
、権禰宜の高橋数馬氏に
「盛岡八幡宮について」それぞれ講演いただいた。

盛岡八幡宮
は県下一の大
社として年間
を通し、多く
の参拝者で賑
わっており、
盛岡の顔とし
て堂々たる風
格を漂わせて
いる。その成
り立ちや神社
について、より親しみをもてるようお話しいただ
いた。
引き続き、境内での開催が3年ぶりとなる、もり
おかSUMMERガーデンに参加し、懇親会を行った。
・第２部会 通常総会
7 月 22 日 ㈮ 午
後 6 時 30 分 か ら
ホテルニューカ
リーナにおいて
令和4年度の第2
部会総会が開催
された。
総会では、令
和3年度事業報
告及び収支決算
について原案通り承認され、令和4年度事業計画案
及び収支予算案についても原案通り承認された。
引き続き行われた情報交換会では、部会長のも
と昨今の社会情勢における各社の仕入および流通
状況等の情報交換から始まり、独自の取り組みや
今後の展望等多くの意見を伺うことができ実りあ
るものとなった。

法人会支部総会・税務研修会
7月26日㈫午
前 10 時 30 分 か
らラポール盛
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、令和5年10月から開始される「インボイ
ス制度」について、盛岡税務署審理専門官の岩本宏
(1)

悦氏から、適格請求書の記載事項の留意点等が説
明された。
また、事業者は令和5年3月31日までに適格請求
書発行事業者の登録申請手続きを行う必要があり、
期限間近は申請が殺到することが予想されるため、
早めの登録をお願いしたいとのことであった。

組 合 員 変 更 ・ 異 動 状 況
＊代表者変更＊
・㈱サトー商会(第2部会)
代表取締役
古山眞佐夫〔滝口
・㈱トシマ(第4部会)
代表取締役
大沼 直人〔大沼
・㈱小山商会(第5部会)
代表取締役
小山 喜康〔小山

良靖〕
泰雄〕
喜雄〕

＊団地内責任者変更＊
・㈱山星屋東北支店(第2部会)
東北支店支店長 近藤 啓之〔浅野 勝洋〕
・コンドーテック㈱盛岡営業所(第3部会)
盛岡営業所所長 有馬 正和〔加賀谷博行〕
・㈱小山商会盛岡営業所(第5部会)
盛岡営業所所長 千田 和彦〔中島
健〕
＊事業所移転＊
・ジャパン建材㈱盛岡営業所(第3部会)
住 所：盛岡市流通センター北1-1-17
(旧住所：盛岡市流通センター北1-11-5)
・日産部品岩手販売㈱(第4部会)
住 所：矢巾町流通センター南1-6-15
TEL:019-638-2223 FAX:019-638-2449
(旧住所:盛岡市流通センター北1-3-15)
＊組合加入＊
・㈱ＫＮ自動車(第4部会)
事業内容:自動車整備・板金業
本
社:矢巾町大字広宮沢10-85-1
TEL:019-613-6656 FAX:019-613-6657
所 在 地:矢巾町流通センター南3-5-15
代 表 者:代表取締役 松田 賢治

＊賛助会員加入＊
・ビッグセンター㈱
事業内容:繊維・雑貨卸売業
所 在 地:矢巾町流通センター南1-7-19
㈱カナヤ社屋 2F
TEL:019-601-5566 FAX:019-637-1474
代 表 者:代表取締役 金谷 嶺孝
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9月 6日㈫ 第1部会(繊維部会) 例会
9月 8日㈭・9日㈮
全国卸商業団地㈿連合会
事務局長会議(長野県)
9月 9日㈮ 第1部会(靴部会) 例会
9月 12日㈪ 岩手トラックターミナル㈱
取締役会(市内)
〃
第4部会 例会
9月 14日㈬ 総務・税制委員会
9月 16日㈮ 中小企業団体中央会 岩手県大会
(市内)
9月 21日㈬ 第5回 理事会
9月 27日㈫ 経営研究会 9月例会(市内)
10月 3日㈪ 流通神社 例大祭・奉賛会総会
10月 5日㈬ 経営研究会 役員会
10月 11日㈫ 第4部会 例会
10月 17日㈪ 労務厚生委員会 講習会
10月 18日㈫ 第6部会 視察研修会
10月 23日㈰ 経営研究会 スポーツ大会(市内)
10月 26日㈬ 第6回 理事会
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・ラポール盛岡１Ｆロビー催事予定
催事内容

9
月

乾物・珍味販売
婦人服販売
唐揚げ弁当販売
乾物・珍味販売

10
月

婦人服販売
唐揚げ弁当販売
雑貨販売
健康飲料試飲・販売

開催日

1、8、15、22、29
12～14、26～28
6、9、13、16、20、27、30
6、13、20、27
24～27
4、7、11、14、18、21、25、28
5
14

※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㈱
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 7:00-19:00
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・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。
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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・ミニ宝くじを販売します。
販売期間は、9 月 21 日～10 月 21 日まで。

１等・前後賞
合わせて

ミニ１等 ３，０００万円

５‼
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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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。

●ご加入年齢：１５～７０歳

●保険金：１００～１，０００万円

●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。
●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。
●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。
※上記の掛金は２０２2年度の掛金で
※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。

●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。
●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：６３８－１１１１まで

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)

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。)

使い切りタイプ １袋で約２㎡が目安
気になる穴やひび割れなどに撒いて乗用
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)
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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。)

