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令和4年10月18日
㈫部会員10名が参
加し、陸前高田方面
を巡る視察研修会
を実施した。 

はじめに米沢ビ
ルを視察した。米沢
ビルとは、東日本大
震災発生時にこの
ビルの屋上にある煙突部分に避難して津波から逃
れることができたビル所有者の米沢祐一氏が、そ
の経験を語り継ぐ活動を続けながら、現在も自費
で維持管理を行っている民間の震災遺構である。 

参加者全員がヘルメットを着用し、建物内の見
学をしながら、ご本人の解説により米沢氏の過ご
した3月11日を追体験した。震災発生からビル屋上
の煙突へ避難し、凍えそうな夜を過ごしてその後
救助に至るまでを、当時の心情も交えながら細や
かに解説していただいた。実際に煙突部分にも上
がらせていただいたが、米沢氏から語られる当日
の光景をイメージしながら、より生々しくその恐
ろしさを感じることができた。 

参加者は終始真剣な眼差しで米沢氏の言葉に耳
を傾け、この貴重な機会から得たことをそれぞれ
に考え噛みしめている様子であった。 

次にいわてＴＳＵＮＡＭＩメモリアルへ向かっ
た。岩手県が津波と共に歩んできた歴史や、東日本
大震災発生時から現在に至るまでの様々な記録が、
文章や絵、映像を通して克明に記されており、解説
を聞きながら館内を見学した。過去の教訓を学び
共有し、今後新たな災害を乗り越えていくために
今から我々ができることについて、考えさせられ
る展示の数々であった。 

最後にワタミ
オーガニックラ
ンドへと向かっ
た。同施設は命
や循環をテーマ
に、農業や環境、
エネルギーにつ
いて楽しみなが
ら学ぶことがで
きる有機農業テ

ーマパークとして2021年4月にオープンした施設
であり、今後20年かけて更に整備が進められ 
るそうだ。昼食を取ったあと、解説を受けながら施
設内を見学し、最後には2人1組になって樹木の苗 

 
木の植樹体験を行った。震災を乗り越え新たな発
展を続けるこの街で、吹き付ける海風にも負けず
にどうか力強く育ってほしいという願いを込め、
参加者は丁寧に作業を行っていた。 

新型コロナウイルスの影響により本視察研修は
ここ数年中止となっていたが、今年は3年ぶりの実 
施に至った。当日は素晴らしい秋晴れに恵まれ、同
じ時間や体験を共有することで部会員間の交流を
深めることができ、充実した1日となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第５回 理事会（９月２１日開催） 
 
１．報告事項 
⑴組合収支状況報告(令和４年７月末試算表) 
今年度4か月間の収支状況は共同事業収入

161,979千円、共同事業費は151,818千円であり
10,161千円の粗利益。賦課金収入、事業外収入が計
17,721千円、一般管理費、事業外費用が計15,376千
円、結果として当期利益は12,506千円であり、ほぼ
計画通りに推移していることを報告。 
⑵組合会館外壁改修工事進捗状況報告 
外壁改修工事は当初12月末日で工事を終了する

こととしていたが、全体の塗膜剥離後に想定して
いた以上に躯体の劣化が激しく、施工項目と施工
方法の見直し対応が必須な項目が追加となったた
め、最終変更事項を前回の理事会において了承し
た上で、工事の完了が2月末日となることを報告。 
⑶流通神社例大祭並びに奉賛会総会の開催につい 
  て 
⑷賛助会員の脱会について 
賛助会員の㈱ＧＹが施設賃借終了により9月15

日付で脱会した。 
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２．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 
原案通り承認された。 

第２号 団地内背割り道路防犯灯設置工事実施の
承認について 

岩手流通センター内の街路灯設備について、
所有者である各自治体とＬＥＤ化や適正な配置
などを今後も協議していくこととしているが、
早期更新の実現については各自治体の財政状況
を伺うと難しい状況である。 

街路灯設備が設置されていない団地内背割り
道路に対し、少しでも早期に団地内の暗さや暗
さによる不安に対応するため、今年度の事業計
画である組合独自で背割り道路の電柱を利用し、
ＬＥＤ防犯灯設備を設置することが承認された。 

 
第６回 理事会（１０月２５日開催） 
 
１．報告事項 
⑴流通神社例大祭並びに奉賛会総会の報告 
⑵組合会館外壁改修工事進捗状況報告 
外壁改修工事について、追加施工項目である著

しく劣化している躯体の修繕を10月中旬で終了し、
10月下旬から12月まで外壁等の塗装工事を予定し
ていることを報告。 
⑶オミクロン株対応ワクチン職域接種について 
厚生労働省よりオミクロン株対応ワクチンにつ

いても職域接種を開始するとの通達があったこと
から、当組合においても4回目の職域接種を12月10
日㈯に実施する予定となった。ただし、厚生労働省
の指針において一会場につき500人以上の接種を
目安としており、申し込み人数が少ない場合は中
止する可能性もある。また、接種間隔を5か月以上
として案内していたが、政府の方針が3か月に変更
されたことを報告。 
⑷令和５年新春セミナー並びに新年交歓会の開催 
  について 
来年1月19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。今後講師等詳細を調
整し、次回理事会において正式に決定する。 
⑸賛助会員の脱会について 
賛助会員の㈱サンムーヴィングが施設賃借終了

により7月31日付で脱会した。 
 
２．提出議案 
第１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 
㈱サンメディカル(第5部会所属)が所有する

団地内施設の一部をケアレックス㈱に賃貸し、
同社が賛助会員加入することが承認された。 

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 団地内施設及び出資持分の譲受による
組合加入の承認について 

原案通り承認された。 

 
 
 
・経営研究会 ９月例会 

9月27日㈫午
後5時半より経
営研究会9月例
会をホテルニュ
ーカリーナにお
いて開催した。 

今回の例会は
一般財団法人い
わてドローンコ
ンソーシアムの

代表理事石川啓氏を講師に迎え、「ドローン活用＋
免許制度への準備」と題して講演を行った。 

始めにドローンの活用事例や、今後の免許制度
への対応を講演いただき、その後シミュレータや
実際のドローンを飛行させ、その操作感を味わっ
た。 

想像よりも簡単な操作で旋回や上昇、下降を行
う事が出来るが、前後左右の移動はかなり速度が
出るので驚いた。 

その後の懇親会も予定通り開催でき、石川氏に
個別ドローンの活用方法を伺う機会があった。 
・経営研究会 スポーツ大会   
10月23日㈰

いわて盛岡シ
ティマラソン
2022のファン
ランの部に経
営研究会の有
志19名で参加
した。 

当日は好天
に恵まれ盛岡
城跡公園をス
タートし、盛岡八幡宮では山車や太鼓、おはやしの
声に見送られながらコースを快走した。 

途中、沿道からの声援を受けながら各々のペー
スで第一関門を突破し、給水所でゲストランナー
の和田正人氏の激励を受けながらゴールの盛岡中
央公園へと走った。 

心地よい疲労感の中、参加者全員が無事完走で
きた。新たな試みのスポーツ大会となったが、参加
者からはたいへん好評であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

部 会 ・ 経 営 研 究 会 活 動 
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10月3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。 

当日は薄
曇りの中、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。 

神事の後には福祉センター大ホールにおいて流
通神社奉賛会通常総会を会員36人の参加により開
催し、総会終了後には3年ぶりとなる直会を開催し
た。直会では高橋矢巾町長の発声により乾杯をし、
短い時間ではあったが皆で供物をいただき神事の
全てを執り行うことが出来た。コロナ禍により今
回は御料理をお持ち帰りいただいたが、以前のよ
うに会食をしながらの直会を期待する声も多く、
コロナ禍の早期終息が望まれる。 
 
 
 

10月17日㈪午後1時30分より矢巾勤労者共同福
祉センター研修室において矢巾町福祉課との共催
で労務厚生委員会講習会を開催した。 

今回は岩手医科大学教授の大塚耕太郎氏を講師
に迎え、「働き世代のこころの健康教室」と題して
講習を行った。 

企業が従業員に対して行う事の出来るストレス
ケアを中心に、関わり方の例や対応のポイントを
学ぶことができた。 

また、コロナ禍での支援といったタイムリーな
話題や、岩手県での相談先、マッサージやストレッ
チを用いたセルフケアの方法を紹介いただいた。 

矢巾町と共催したことにより、今までとは違う
分野からの講師を紹介いただき、参加者も増加し
た。今後も矢巾町と協力し、幅広く様々な講習会を
企画していきたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
＊代表者変更＊ 
・㈱住建システム(第3部会) 
   代表取締役   芦生 匡史〔芦生 健勝〕 
 
＊賛助会員脱会＊ 
・㈱ＧＹ 
・㈱サンムーヴィング 
 
 
 
・組合会館ストア職員 村松佐江子 逝去 
当組合 組合会館ストア職

員村松佐江子儀、令和4年9月
8日㈭に永眠いたしました。
(享年65歳) 

故人は、昭和62年に岩手流
通センター管理㈱に入社し、
35年の長きにわたり組合会
館ストアの顔として尽力し
てまいりました。 

生前皆様より賜りましたご厚情に感謝し、謹ん
でお知らせ申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

働 き 世 代 の こ こ ろ の 健 康 教 室 

組 合 員 変 更 ・ 異 動 状 況 

団地内「秋の一斉清掃」 
 

実施日：１１月１６日㈬・１７日㈭ 午前中 
※各社で調整の上、上記 2日間のうちいずれか
で実施して頂くようお願い申し上げます。 

(１７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します。 

新型コロナ オミクロン株対応 
ワクチン職域追加接種について 

 
実施予定⽇︓１２⽉１０⽇(⼟) 
場   所︓盛岡地区勤労者共同福祉センター 
使⽤予定ワクチン︓武⽥/モデルナ社製 
接種対象者︓組合員/賛助会員企業の従業員の⽅ 

で1・2回目接種を完了し、最終の接 
種から3か⽉以上経過した⽅。 

申込み〆切︓１１⽉１８⽇(⾦)  
※組合員・賛助会員へは別途詳細を⽂書にてご案内

しておりますのでご確認願います。 
※政府指針の最低実施⼈数(500⼈)に満たない場

合は中⽌となる可能性があります。 

流 通 神 社 例 大 祭 ・ 奉 賛 会 総 会 

お 知 ら せ 
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11月 1日㈫・7日㈪・14日㈪・24日㈭ 
       生活習慣病予防健診・がん検診 
11月 4日㈮ 新入社員フォローアップ研修会 
11月 8日㈫ 繊維部会・部会企画委員会 
       合同会議(市内) 
11月 9日㈬ 労務厚生ボウリング大会(市内) 
11月 11日㈮ 会津若松卸商団地協同組合 
       30周年記念式典・祝賀会(福島) 
11月 14日㈪ 全国卸商業団地協同組合連合会 
       役員会・トップセミナー(東京) 
  〃    中間決算監査会 
11月 16日㈬ 岩手商工中金会 通常総会(市内) 
11月 16日㈬・17日㈭ 
       団地内秋の一斉清掃 
11月 17日㈭ 環境整備委員会 
  〃    経営研究会 役員会 
11月 18日㈮ 協同組合山梨県流通センター 
       50周年記念式典(山梨) 
  〃    盛岡地域雇用開発協会 
       役員会(市内) 
11月 21日㈪ 岩手県商工観光審議会(市内) 
11月 22日㈫ 第7回 理事会 
  〃    第4部会 秋季懇親会(市内) 
11月 24日㈭ 商工中金・盛岡卸センター共催 
       ＤＸセミナー(福祉センター) 
  〃    ごみ処理委員会(矢巾町) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11月 25日㈮ 全国卸商業団地協同組合連合会 
       東北ブロック会議 
  〃    東北卸商業団地連絡協議会 幹事会 
12月 2日㈮ 全国卸商業団地協同組合連合会 
       第1回組合事務局職員研修会 
  〃    第3部会 忘年会(市内) 
  〃    第2部会 忘年会(市内) 
12月 7日㈬ 経営研究会 役員会 
12月 9日㈮ 全国卸商業団地協同組合連合会 
       第2回組合事務局職員研修会 
  〃    第1部会(靴部会) 例会 
12月 10日㈯ 職域追加接種(福祉センター) 
12月 12日㈪ 第4部会 例会 
12月 13日㈫ 第6部会 忘年会(市内) 
  〃    第5部会 忘年会(市内) 
12月 14日㈬ 労務厚生委員会 
12月 15日㈭ 経営研究会 12月例会(市内) 
12月 21日㈬ 岩手トラックターミナル㈱ 
       取締役会(市内) 
12月 23日㈮ 第8回 理事会(市内) 
 
・ラポール盛岡１Ｆロビー催事予定 

 催事内容 開催日 

11

月 

乾物・珍味販売 10、17、24 

婦人服販売 14～17、28～30 

雑貨販売 9 

12

月 

シクラメンフェア 7 

乾物・珍味販売 1、8、15、22、29 

婦人服販売 5、6、19、20、26～28 

雑貨販売 14 

健康飲料試飲・販売 23 

※都合により追加・変更になる場合があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

行 事 予 定 

 

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」を是非ご利用ください。 

 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。 

※ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。 

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！ 

ＭＯＣＣＳ ＬＩＮＥアカウント 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 

組合共同給油所 
「MOCCS SS」 

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 


