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盛運輸㈱　新築の冷蔵倉庫（2018年3月完成）盛運輸㈱　新築の冷蔵倉庫（2018年3月完成）丸大堀内㈱　新築の冷蔵倉庫（左）と増築された
　　　　　　第2倉庫（右）（2018年3月完成）
丸大堀内㈱　新築の冷蔵倉庫（左）と増築された
　　　　　　第2倉庫（右）（2018年3月完成）

㈱角弘　新築倉庫（2017年11月完成）㈱角弘　新築倉庫（2017年11月完成） ㈱丸祐運送　増築倉庫（右）（2017年12月完成）㈱丸祐運送　増築倉庫（右）（2017年12月完成）

倉庫の新築・増築 続く
業務拡大に対応すべく設備投資が
活発になっています。
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第50回通常総会

　50回目となる通常総会が、平成30年５月28日(月)午後２時より組合会館において開催され、組合員74名（うち
委任状出席28名）が出席した。

あいさつを述べる橋本理事長

　橋本理事長はあいさつの中で、昨年度、幹線道路等の冠水対策補完
事業や交通安全対策のほか、組合設立50周年に向けて今後の組合の活
動指針とすべく組合員アンケートを実施したと述べた。今年度は50周
年の記念事業を計画するほか、全国中小企業団体中央会の活路開拓調
査・実現化事業を活用した組合会館展示場リニューアルのための調
査・研究を行うこと、国の企業主導型保育事業に採択されることを前
提として団地内に保育園を設置する計画などを発表した。
　その後、平成29年度事業報告及び決算関係書類承認の件、平成30年
度事業計画及び収支予算案審議の件をはじめ六つの議案が審議され、
全て原案通り可決承認された。

懇親会

　総会終了後、会場を八戸プラザホテルに移して午後６
時より懇親会が開催された。
　三村申吾青森県知事（代理：青森県三八地域県民局局
長　津島正春様)、小
林眞八戸市長、福島
哲男八戸商工会議所
会頭をはじめ、多数
のご来賓にもご臨席
いただき終始和やか
に行われた。

・組合設立50周年記念事業の検討
・企業主導型保育事業に採択されることを前提と
した保育園の設置
・中小企業活路開拓調査・実現化事業を活用し
た、新しいニーズに対応する共同施設（展示
場）の活性化のための調査・研究
・組合員の土地・建物取得及び増改築に対する高
度化融資制度の活用支援
・経営者、管理者、中堅、若手等の各階層を対象
としたセミナーの開催
・花壇の植栽等、団地内の景観の美化・緑化推進

　商団連の東北ブロック会議が、平成29年12月８
日(金)午後２時より当組合会館を会場として開催
され、中小企業基盤整備機構本部の齊藤部長をは
じめとするご来賓の方々、東北各地の卸団地等、
合わせて30名が出席した。
　会議後には、㈱共同物流サービスの物流施設を
ご見学いただき、また桔梗野工業団地から沿岸部
の工場地帯を通り、蕪島まで現在の八戸の一端を
車窓からではあったがＰＲさせていただいた。

　4月19日(木)の午後、(協)山梨県流通センターよ
り栗山理事長をはじめ６名が来所された。一行は
団地内や２年前に稼働した㈱共同物流サービスの
第３物流センターを見学後、当組合の役員等とお
互いの組合における現在の取組み状況や今後の課
題等について情報交換、意見交換を行った。

満開の桜を前に記念撮影

　なお、(協)
山梨県流通セ
ンター様には､
当組合も活用
している㈱共
同 電 算 セ ン
ターが開発し
た「会場予約
システム」を
平成27年より
導入いただい
ている。

商団連の東北ブロック会議の様子（組合会館大会議室）

（協）山梨県流通センター様来訪（協）山梨県流通センター様来訪 商団連の東北ブロック会議開催商団連の東北ブロック会議開催

(協)八戸総合卸センター  第50回通常総会



雪畑　一隆さん
東北ウォール㈱
（1958生）

「定年後のセカン
ドライフプラン思
案中！」

ゆきはた かずたか

櫻井　昭宏さん
㈱共同物流サービス
（1970生）

「いろんな事に挑
戦し、たくさんの
事を経験したい。」

さくらい あきひろ 上野　晃功さん
佐々木塗料㈱
（1970生）

「明るく活気ある
社内になるようボ
ケたおして笑いを
提供したい！」

うわ の

藤森　麻美さん
㈱恒和薬品
（1982生）

「現状維持 !!」

ふじもり あさ み 鈴木　一真さん
㈱共同物流サービス
（1982生）

「公私ともに充実
した年になるよう
一つ一つ全力で取
り組みたい。」

すず き かずなお

加藤　明菜さん
エスティイー㈱
（1982生）

「子育てと仕事を
笑顔で両立した
い !!」

か とう あき な

下川　大貴さん
八戸液化ガス㈱
（1994生）

「大きく成長でき
るよう真摯に取り
組む！」

しもかわ だい き 千葉　正大さん
八戸液化ガス㈱
（1994生）

「専門分野の視野
を広げ、様々なこ
とに挑戦していき
ます！」

ち　ば せいだい

佐々木　利香さん
㈱共同物流サービス
（1994生）

「安心して仕事を任
せてもらえるよう自
分自身のスキルアッ
プを図ります。」

さ　さ　き り　か

てるよし

高田　幸枝さん
佐々木塗料㈱
（1970生）

「年を重ね、時の過
ぎ行く早さを痛感。
目標は何事にもス
ピード！スピード！
スピード！」

たか だ さち え

中村　大輔さん
エスティイー㈱
（1970生）

「会社 30周年記念の
年！自分だけではな
く会社も更に飛躍で
きるよう嗅覚鋭く挑
戦します！」

なかむら だいすけ
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　平成30年１月11日(木)午後６時より、八戸プラザホテルにおいて組
合員新年会を開催し、来賓・組合員合わせて79名が出席した。　
　橋本理事長は「来年１月に組合設立50周年の節目を迎えるにあた
り、改めて組合は組合員の発展のために寄与していくことを確認し、
商売のしやすい環境の整備など様々な事業を計画し、準備する年にし
ていきたい。また、八戸市西地区全体が発展していくよう、近隣団体
とも協力しながら一緒に頑張っていきましょう｡」と述べた。
　その後、功労者表彰として全国卸商業団地協同組合連合会の創立50
周年を記念して贈られた表彰状が各受賞者に授与されるなど、和やか
な雰囲気の中、出席者は新年の門出を祝った。

平成30年　組合員新年会開催

橋本理事長（左）から表彰状を受け取る受賞者
左から中小企業庁長官表彰の佐々木泰宏氏
中小企業基盤整備機構理事長表彰の中居雅博氏
商団連会長表彰の冨田昭彦氏

2018年  年男年女メッセージ
　2018年も既に折り返しを過ぎましたが、年初に年男年女の皆さんに今年の抱負を伺っておりますのでご紹介し
ます。皆さんも年初の抱負・目標を今一度思い出して、後半戦に臨んではいかがでしょうか？
　今年の干支は「戊戌｣｡「戊」は「草木が繁盛して盛大になること｣､「戌」は「切るという意味で草木が枯死す
ること」という意味があり、これまでのルールや慣習にこだわらない新しい動きが生まれる変わり目の年と言わ
れるようです。国内では、日本の台所“築地”が役割を終え10月に“豊洲市場”がオープンしますし、海外では
初の米朝首脳会談が開催されたり、スポーツの世界では大谷翔平選手がメジャーで“二刀流”という新たな価値
を体現したりと「戊戌」らしい年になっているようにも思います。
　ちなみに、戌年生まれは「正義感が強い・協調性がある・思いやりがあって親切」という特徴があるそうです｡

つちのえいぬ つちのえ いぬ
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わくわく交流会の開催
　平成30年２月１日(木)～２日(金)の２日間、組合会
館展示場において、組合員企業のPRと従業員の親睦・
交流を図る目的で地域交流委員会（鴨澤諭委員長／鴨
沢塗料㈱）が企画した「わくわく交流会」が開催された｡
　今回は組合員11社が出店して商品の販売・展示等を
行い、２日間で500名以上が来場した。
　この企画は､「ガ
レージセール」とい
う名称でスタート
し、今回が３度目。
組合員の取扱商品等
の理解も深まったこ
とから一旦休止し、
来年度以降は別の企
画を検討する予定。

合同交流会開催経営研究会･支店長所長連絡会

　経営研究会（髙木昭寿会長／㈱共同物流サービス）
と支店長所長連絡会（夏川戸斉会長／青森三菱電機機
器販売㈱）は、平成30年２月14日(水)合同交流会を開
催し、27名が参加した。今回は八戸市の「ワイン産業創
出プロジェクト」について、八戸市農林水産部 農業経
営振興センターの石丸隆典所長よりご講演いただいた｡
　近年、南郷地区では需要が減少傾向にある葉タバ
コに代わる農業経営品目の一つとしてワイン用ぶど
うの生産が進められてきた。

　石丸所長からプ
ロジェクトの概要
について学んだ
後、参加者は今年
１月26日に初出荷
となった「八戸ワ
イン」を味わいな
がら、大いに語り
合った。

経営研究会の視察研修実施
　経営研究会では、平成29年度の視察研修を２月28日
(水)～３月１日(木)に１泊２日の行程で実施し、９名
が参加した。今回は福島県いわき市を訪れ、福島原
発20km圏内まで東日本大震災の被災地区を巡るスタ
ディツアーに参加したほか、トマトの大規模温室栽
培施設「ワンダーファーム」や日本初の商業施設複合
型クラブハウス「いわきFCパーク」等を見学した。
　また、宿泊先の「スパリゾートハワイアンズ」では､

震災の混乱の中い
かに宿泊者を避難
させたのか、震災
被害とその後の風
評被害から如何に
復活を遂げてきた
のか、支配人から
貴重な体験談を伺
うことができた。

企業説明会の開催
　青森県教育委員会による高校と県内企業の連携ネット
ワーク強化事業として「三八地区・高校による企業探検
プログラム」が平成29年11月13日(月)に開催された。
　午前中に企業見学を終えた参加者（６校から生徒97
名、教員14名、保護者４名）は、組合会館展示場に場
所を移し、午後の企業説明会に臨んだ。
　企業説明会では参
加した24社（うち組
合員企業は８社）が
自社の事業内容等を
ＰＲをした後、各
ブースに分かれ生徒
から質問を受け付け
たり、意見交換を
行った。

　支店長所長連絡会では、以下のとおり平成29年度の
親睦交流会を開催した。
①第１回親睦交流会(平成29年10月31日開催･17名参加)
　テーマ：｢コーヒー講座～コーヒー豆について考える～｣
　講　師：当組合事務局長　田湯 俊行
　田湯事務局長は、弘前市で珈琲店を営む成田専蔵氏
の元に通いコーヒーに関する知識・技術を習得してお

り、市内のブックセンターで出すコーヒーも指導した
経験を持つ。この度の交流会では、コーヒー豆の見分
け方や保管方法、淹れ方まで実演や味比べを交え講義
を行った。
　参加者の中にもコーヒーを毎日飲んでいる方が多
く、関心も高かったと見えて、日頃疑問に思っていた
ことなど活発な意見交換や質疑応答が行われた。

②第３回親睦交流会(平成30年３月29日開催･16名参加)
　(第２回は経営研究会との合同交流会として実施）
　テーマ：｢50代・60代のマネーセミナー」
　講　師：桑原FPサービス代表　桑原 冨美一 氏
　人材育成委員会が企画した「お金の教養講座」でも
講師を務めていただいた資産アドバイザーの桑原氏。
今回は同会メンバーの年齢層に合わせた内容でご講演
をいただいた。
　参加者は老後に必要となる生活資金について確認し
た上で、資産を増やすための基本的な考え方など具体
例を交えた講義に熱心に聞き入っていた。

支店長所長連絡会 親睦交流会開催

会場の様子会場の様子

初物“八戸ワイン”で乾杯！ いわき市久之浜の商店施設にて

第１回親睦交流会
田湯事務局長(左)
によるコーヒーの
淹れ方実演の様子

担当者の話に聞き入る生徒たち



◇交通安全スローガン入選表彰（敬称略）
最優秀賞「確かめて 歩行者･スピード･車間距離」 小野寺 尊男　八戸液化ガス㈱
優 秀 賞「渡れそう その一瞬が 命とり」  　 村山 佳典　㈱サン・ベンディング
　 〃 　「こんばんは 早めのライトで ごあいさつ」  堤 那生　㈱橋文
　 〃 　「あおっても 次の信号 赤ですよ」　　　越田 貴博　㈱岩泉電工
　 〃 　「要注意！ 車の影には 人がいる」　　　阿部 誠一　八戸液化ガス㈱
　 〃 　「運転中 キレないパパは かっこいい！」村田 克広　八戸液化ガス㈱

◇青森県警察本部長･青森県交通安全協会長連名表彰（敬称略）
交通安全功労者　岩岡 隆雄　㈱岩岡
　　　〃　　　　森山 慶一　㈿八戸総合卸センター

◇平成29年度無事故運転者表彰（敬称略）
40年表彰　江刺家 正良　下斗米 剛　山田 信一
　　　　　（以上 八戸液化ガス㈱）
30年表彰　工藤 和彦（八戸液化ガス㈱）
　　　　　 宗前 斉　（㈱共同物流サービス）
　　　　　 沢田 敏彦（盛運輸㈱）
25年表彰　田村 正則（盛運輸㈱）
20年表彰　犹守 真一（㈱共同物流サービス）
　　　　　 藤田 義夫　倉本 薫（以上 盛運輸㈱）
15年表彰　関川 優　下田 俊明（以上 盛運輸㈱）

環境対策委員会の活動報告（今年度より環境推進委員会に名称変更）
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消防訓練の実施

・・・ 交通安全協会  八戸卸センター支部の活動報告 ・・・
第13回定時総会の開催

　平成29年10月26日(木)10時～12時に実施した消防訓練
には17社39名が参加した。参加者は４班に分かれ、順番
に119番通報訓練、起震車による地震疑似体験、応急手
当訓練、AED取扱い訓練、屋内消火栓放水訓練を行った｡
　なお、屋内消火栓放水訓練の際、消火栓の配管に破損
が見つかったため、途中から消火器等の取扱い説明に切
り替えて実施した。
　既に消火栓の修理
は終えており、また
参加者からの要望も
強かったことから、
次回訓練で改めて屋
内消火栓放水訓練を
実施する予定。

　交通安全協会八戸卸センター支部（中居雅博支部長／中
居食品容器㈱）の第13回定時総会が平成30年４月20日(金)
に開催され、46名が出席した。平成29年度事業報告及び収
支決算、平成30年度事業計画及び収支予算(案)、任期満了
に伴う役員改選等の議案について審議を行い、全て原案通
り承認された。このほか、今年度から２年間使用する交通
安全スローガンの入選者や無事故運転者等に対して表彰が
行われた｡（表彰者は次のとおり）

交通安全講習会の開催
　毎年、八戸流通センター支部と合同で実施している
交通安全講習会を平成29年11月28日(火)に開催し、両
支部より会員18社39名が受講した。
　講師に東京海上日動火災保険㈱八戸中央支社 支社長
代理の山本美佳氏をお招きし、「人間の視覚の限界」
というテーマでお話しいただいた。
　また、同社が
提供するドライ
ブレコーダーを
活用した新サー
ビスについても
ＰＲがあり、受
講者は興味深く
聴いていた。

　環境対策委員会（中村昌嗣委員長／エスティイー㈱）では以下の活動を
実施した。
①西地区周辺道路の合同清掃
　近隣の㈿八食センター、八戸市中央卸売市場等と合同で周辺道路の清掃
活動を実施した。各回の参加者数・ごみの回収状況は下表のとおり。

②団地内の路肩土砂清掃
　平成29年11月10日(金)、平成30年４月10日(火)の一斉清掃に合わせ、組
合員のご協力により団地内の路肩に堆積した土砂の清掃を実施した。
③蛍光管・乾電池の共同回収
　平成29年11月16日(木)～17日(金)に蛍光管・乾電池の共同回収を実施
し、蛍光管819.0㎏（利用23社)、マンガン･アルカリ乾電池268.4㎏（利用
17社)、ボタン･リチウム電池等8.0㎏（利用10社）を回収した。
　なお、回収した電池の一部に種類の混在が見られたので、次回回収の際
は分別にご注意いただきたい。

回収された蛍光管

4/12 の清掃活動

屋内消火栓放水訓練

無事故運転者と交通安全スローガン入選者(出席者のみ)

日　程
H29年10月19日(木)
H30年 4 月12日(木)

122 名
140名

参加者総数
40㎏
70㎏

回収可燃物
30㎏
40㎏

回収不燃物

1

2 3
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　ここ数年、定番コースとして開催している「管理者
養成講座」を平成29年11月１日(水)～２日(木)に実施
し、４社20名が受講した｡「漠然としていた管理者の
役割が具体的につかめた｣､「すぐに実践で使える充実
した内容だった」など受講者から好評をいただいた｡

コラボレーションセミナーの開催

　来年10月１日より消費税が10％に引き上げられ軽減
税率制度が導入される予定であることから、平成30年
２月22日(木)に「消費税軽減税率制度と補助金につい
て」と題しセミナーを開催した。本セミナーは全国卸商
業団地協同組合連合会の制度普及事業を活用し、受講
料無料で実施。当卸センターと八戸流通センターの２
団地から16社30名が受講した。
　成田講師は段階を踏んで移行
する軽減税率制度に対応してシ
ステム改修する際の注意点や補
助金を活用する際の申請受付、
契約日による適用税率の違い等
について説明したほか､「飲食
料品」や「外食」の範囲につい
て具体的な事例を上げて判断を
示し、解説を行った。

　組合では今年度も各階層を対象とする様々なテーマ
で、講座を企画しており、８月以降も下記の講座を予
定しております。自社の人材育成にぜひご活用ください｡
　各講座のお問い合せ、申込みは組合事務局まで。

管理者養成講座の開催

　難しい内容もあったが、先生
には実体験やユーモアを交えな
がら丁寧に説明していただけた
ので、わかりやすかった。
　今後は学んだことを活かし、
特に社内コミュニケーションに
力を入れて、自分自身も成長で
きるよう努力していきたい。

参加者の声

㈱共同物流サービス
低温物流課
　相畑　充 さん

八戸液化ガス㈱
開発グループ
　寅谷 琢美 さん

　平成30年２月20日(火)～21日(水)に実施した「新規
顧客開拓実践セミナー」には５社８名が参加した。講
義では受講者一人ひとりが営業力特性分析によって自
身の強み・弱みを把握したほか、新規ターゲットの見
極め方、質問力や共感力といったヒアリングスキ
ル、提案型営業のフレームワーク等について演習を
交えながら理解を深めた。

新規顧客開拓実践セミナーの開催

　新規顧客を開拓する上で必要
なこと等をグループで話し合
い、色々な意見を聞き共感する
ことも多く、勉強になった。
　今後はお客様のニーズに合っ
た商品について、わかりやすく説
明・提案し、お客様満足度を高め
られるよう頑張っていきたい｡

参加者の声

佐々木塗料㈱
常務取締役
　佐々木 悠 さん

　独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構青森支
部（ポリテクセンター青森）の生産性向上支援訓練制
度を活用し、平成30年１月24日(水)～25日(木)に「顧
客分析手法　データを活用した営業活動基礎セミナー｣
を開催。６社８名が受講した。受講者からは「様々な
データ分析の手法を実例や演習を交えて学習できた｣､
「自社への応用を考えたい」等の感想をいただいた｡

顧客分析手法セミナーの開催

　目的に合わせたデータの取り
方、注目すべきポイント、活用
法などについて、実例を踏まえ
学ぶことができた。
　お客様への提案といった営業
面の活用はもちろん、自社の課
題である経費削減や物流面の改
善にも早速活用していきたい。

参加者の声

消費税軽減税率制度セミナーの開催 ８月以降の講座開催案内

　中小企業大学校仙台校との共催による経営トップセ
ミナーを平成29年10月13日(金)に開催し、29社40名が
受講。ブレインボックスコンサルティング代表の小林
幹彦氏より､「企業存続の条件～変化を恐れない組織
を作るために～」というテーマでご講演いただいた。
　小林講師は、中小企業が継続
して成長していくには既存の事
業にこだわらず、時代の変化に
対応し、積極的に新市場の開拓
や新たな事業の展開に取り組ん
でいくことが重要とし、そのた
めに求められるものの見方、考
え方など思考力の強化方法につ
いて具体例を交えながら解説を
行った。 講師の小林幹彦氏

講 師：
税理士法人コスモ･アソシエイツ
  税理士 成田 智史 氏

コース 日 程 時　間 講　師
9:00～17:00
（7時間）

日本マネジメント協会
會田 慶宏 氏8/21㈫若手社員向け

フォローアップ研修

9:00～17:00
(7時間×2日)

産業能率大学
漆田 隆司 氏

11/8㈭～
11/9㈮

管理者
養成セミナー

9:00～17:00
（7時間）

産業能率大学
竹村 伸 氏

来年
2/12㈫

営業担当者
基本セミナー

9:00～17:00
（7時間）

産業能率大学
竹村 伸 氏

来年
2/13㈬

中堅営業
実践セミナー

13:30～15:30
（2時間）

中小企業診断士
波多野 卓司 氏10/19㈮

経営トップセミナー
(中小企業大学
校仙台校共催)
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組合員交流「ボウリング大会」開催

合同ゴルフコンペ開催
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参加者全員で ‘記念撮影'

団体優勝を果たした佐々木塗料㈱Ａチームのメンバー

個人優勝した㈱共同物流サービスの鳥谷部さん（右）と
地域交流委員会の鴨澤委員長（左）

桑原 FPサービス代表
桑原 冨美一 氏

　平成29年10月７日(土)に軽米カントリークラブで
開催された当卸センターと八戸流通センターとの合
同ゴルフコンペには27名が参加し、腕を競い合った。
（結果は下表のとおり）
　なお、今年度の合同ゴルフコンペは９月19日
(水)、八戸カントリークラブに於いて開催を予定して
おりますので、奮ってご参加ください｡（開催案内は
７月中に発送予定。申込は卸センター事務局まで｡)

　平成29年10月26日(木)、ゆりの木ボウルで開催さ
れたボウリング大会には組合員10社・68名が参加し
て熱戦を繰り広げた。結果はご覧のとおり。

　人材育成委員会（森越安雄委員長/㈲タクミライ
ス）では、仕事終わりの時間を活用し、以下３つの教
養講座を企画・実施した。

　濤和館師範代を務める須藤雄大氏を講師に招き、平
成29年10月27日(金)午後６時から開催した「空手エク
ササイズ」には、６社13名が参加した。
　実施後のアンケートでは８割強の方が「大変満足」と
回答｡「思っていたより汗をかき、とても楽しかった｣、

「2020年の東
京オリンピッ
クの正式種目
となった空手
がより身近に
なった」等の
声が寄せられ
た。

　平成29年12月６日(水)に開催した「お金の教養講
座」には９社17名が参加。資産アドバイザーの桑原
冨美一氏に「賢いお金の育て方～お金を増やすための
５つのポイント～」と題して約１時間講義いただいた。
　参加者は、具体的な事例について質問したり、個別
相談のためのアポイントを
取るなど、積極的に情報を
得ようとする姿が見られた。
　参加者から様々な要望が
寄せられたことから、人材
育成委員会では今後もテー
マや対象者、講義時間など
を検討し、継続的にお金の
運用知識等を学ぶ機会を提
供していく。

　平成30年２月16日(金)に八戸プラザホテルで開催
した「ワイン講座」には11社22名が参加。
　参加者は６種類のワインと料理を楽しみながら、
同ホテルの金子慎也氏よりブドウの品種による味わい
の違いやワインの選び方、料理との相性、テイスティ
ングのマナーなどについて伺った｡「ワインの楽しみ

方を知る事が
でき、参加者
同士の交流も
できて本当に
楽しかった」
と次回を熱望
する声が複数
寄せられた。

①空手エクササイズの開催

②お金の教養講座の開催

③ワイン講座の開催

賞
優　勝
準優勝
第 3位
ベスグロ

児玉淳一郎
大沢　賢一
引地　修一
児玉淳一郎

㈱サン・ベンディング
音喜多運送㈱
プライフーズ㈱
㈱サン・ベンディング

卸センター
流通センター
卸センター
卸センター

氏　名 企　業　名 所属団体

優　勝
準優勝
第 3位

個 人 戦 成 績

団 体 戦 成 績

鳥谷部恭明
伊藤ゆき子
上野　晃功

㈱共同物流サービス
パナソニックコンシューマーマーケティング㈱
佐々木塗料㈱

優　勝
準優勝
第 3位

佐々木塗料㈱（Ａチーム）
パナソニックコンシューマーマーケティング㈱
㈱共同物流サービス

とうわかん
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組合役員会・昼食会9 月20日㈭

編 集 後 記

編集責任者：協同組合八戸総合卸センター事務局
　　　　　　　　　　　　　担当　関本　祐幸
　TEL：0178-28-0311　FAX：0178-20-5599

日　　時 行　事　名

組合カレンダー（主な行事等）

なつやすみ家族交流会7 月28日㈯

中小企業大学校仙台校共催
経営トップセミナー

組合役員会・昼食会

卸センター・流通センター
合同ゴルフコンペ
（於 八戸カントリークラブ）

新人フォローアップ研修8 月21日㈫
組合役員会、納涼会
（於 八戸プラザアーバンホール）8 月24日㈮

管理者養成セミナー（2日間）

八戸市と組合役員による
卸センター地域環境整備推進懇談会8 月27日㈪

中堅社員研修　第3回
（4回シリーズ）9 月18日㈫

9 月19日㈬

10月19日㈮

11月 8 日㈭
～ 9 日㈮

10月19日㈮

　今年１月に実施した組合員および
組合会館展示場の利用者へのアン
ケート結果から、老朽化した展示場
のリニューアル、団地内への保育園
設置について一定のニーズがあることが分かりました。
　展示場については、全国中小企業団体中央会の活路開
拓調査・実現化事業を活用し、検討委員会によるリ
ニューアル計画の検討が始まります。
　また、保育園設置についても国の企業主導型保育事業
への申請が完了しており、計画が採択されれば、来年の
開園を目指し準備を進めて参ります。
　このほか、個々の組合員の施設建て替えやリニューア
ル、土地取得等のニーズについても随時ご相談ください。
事務局として可能な支援を実施して参ります。
　組合は来年１月に設立50年の節目を迎えます。
　将来を見据え、より働きやすい、より商売のしやすい
環境を整えるべく、事務局一同努力して参りますので、
今後ともよろしくお願い致します。

理事長賞（平成29年度）
㈱サン・ベンディング

■ 積和建設東北株式会社
　新　代表取締役社長　吉田　賢二　氏
　前　代表取締役社長　根本　正博　氏
　　（平成30年３月26日より）

■ プライフーズ株式会社
　新　代表取締役社長　大江　正彦　氏
　前　代表取締役社長　田中　眞光　氏
　　（平成30年４月１日より）

■ 株式会社みちのくクボタ
　新　八戸事業所所長　野沢　博之　氏
　前　八戸事業所所長　西山　雄司　氏
　　（平成30年１月４日より）

■ 三菱食品株式会社
　新　北東北支店青森ユニット
　　　ユニットリーダー　及川　浩司　氏
　前　北東北支店青森ユニット
　　　ユニットリーダー　山矢　隆史　氏
　　（平成30年４月１日より）

■ 小松物産株式会社
　新　八戸営業所所長　大井　雄介　氏
　前　八戸支店支店長　蛇平　和彦　氏
　　（平成30年４月１日より）

■ 株式会社舘山
　新　八戸支店支店長　久慈　　哲　氏
　前　八戸支店支店長　内澤　清巳　氏
　　（平成30年５月１日より）

■ 白石食品工業株式会社
　新　八戸営業所所長代行　中里　和広　氏
　前　八戸営業所所長　小田原謙治 氏
　　（平成30年４月１日より）

■ 三協立山株式会社三協アルミ社
　新　八戸営業所所長　荒川　幸夫　氏
　前　八戸営業所所長　柳瀬　慎二　氏
　　（平成30年６月11日より）

団地内責任者の異動

代表者変更のお知らせ

■ 株式会社サイキ
　(八戸営業所の移転先）
　住　所：八戸市白山台二丁目9-16
　電　話：0178-70-7171
　脱退日：平成30年１月26日

■ 久保田丸大株式会社
　代表取締役　堀内　剛博　氏
　業　種：乾物製造
　加入日：平成30年４月１日

■ 日本農産工業株式会社
　代表取締役　山崎　裕史　氏
　業　種：飼料の製造販売
　加入日：平成30年５月16日

組合員の脱退

組合員の加入

　今年度も卸センター内の景観・環境整備を推進する
ため､「美化・緑化コンクール」を案内したところ、
締め切りの７月16日(月)までに22社から応募をいただ
いた。厳正な審査の上、10月の昼食会で表彰の予定。

美化・緑化コンクール　現在審査中！

理　　事　　長　　賞
環境対策委員長賞
優秀フラワーポッド賞
優　秀　花　壇　賞
優　秀　写　真　賞

賞 組　合　員　名
㈱サン・ベンディング
佐々木塗料㈱
㈱共同物流サービス
ＭＰアグロ㈱
青葉化成㈱

【参考】平成 29年度の受賞者




