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　☆「オロシアムFUKUOKA防犯パトロール隊」
さて、地域開発委員会では今年度も自分達の団地は自分達で
守ろうと「オロシアムFUKUOKA 防犯パトロール隊」が9月
より新たにスタート致しました。「団地内の安心・安全な街
づくり」を目指し環境整備に努めていきたいと思います。
第1回目のパトロールは9月24日（月）開催、防犯パトロール
隊Ａ班の㈱アルシュ、㈱大津コーポレーション、音伍繊維工
業㈱、㈱ケイ・エス･デー㈱ヒデトレーディング、福岡流通
警備保障㈱、㈱イシカワの皆様お疲れ様でした。

地域開発委員会より活動報告

　さる9月21日（金）高崎卸商社街協同組合より松本理事長以
下15名の方々の視察調査来訪を受け、当組合からは八頭司
理事長、百田副理事長、坂田副理事長が応対しました。
　高崎卸商社街協同組合では、災害対策マニュアル策定並び
に組合共同施設耐震・防災・防犯対策に関する調査研究を行
なっているとのことであり、当組合が23年度に作成した施
設機能更新基本計画（卸会館の耐震性概略評価）を説明、そ
の他にも組合活性化に関するする様々な意見交換を行ない
ました。

高崎卸商社街㈿来局

　去る10月10日（水）、「組織活動とコミュニケーション」のテー
マで第3回目の中間管理職セミナーを開催しました。
　会社は組織的活動をしています。その組織とは、一人ではで
きない仕事（目標）を大勢の人が、役割分担して協力しながら、
効率的に進めるためにつくられたものです。ですから組織とし
ての仕事がうまくいくかどうかは、メンバーのそれぞれがいか
に全力を出して自分の役割を果たし、他のメンバーと協力して
いくかにかかっています。

中間管理職対象セミナー“リーダーシップとコミュニケーション”開催
1．講　師　　㈱NCBリサーチ＆コンサルティング　研修事業部課長　吉田美穂氏
2．受講者　　14社36名参加

フリュウゲル21において、9/30（日）に行いました防火訓練及び地域一斉清掃へは

アキレス㈱、㈱アルシュ、㈱ヒデトレーディングほかの方にご協力いただき、誠に

ありがとうございました。

＊フリュウゲル２１地域一斉清掃のご報告＊
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賛助会員紹介

　11月1日より移転して参りました、㈱アイル・ジャ
パンと申します。
　フルラッピングバス「チャゲ＆飛鳥号 by JTB」
（スコッチプリント）のお披露目から15年が経過。
　デジタル化による屋外告知は大きく飛躍し、ビ
ジュアル表現のステージはさらに拡大すると思わ

れます。
　カラーラッピングにおいては、広告の域から個
人の遊びゴコロをくすぐるものまで、新素材を駆
使した製作・施工を提供しております。
　今後とも宜しくお願い致します。

会社紹介

社　名　株式会社　アイル・ジャパン
代表者　代表取締役　樽井敬三
所在地　福岡市東区多の津1－8－9
TEL　　092-612-8880　　FAX　　092-612-7696
Ｅ-mail  taru＠aisle-jp.co.jp
HP 　　 http://www.aisle-jp.co.jp/
業　種　屋外・屋内装飾用フィルムの加工及び販売

グラフィックデザイン及びディスプレイ
デザインの企画及び製作

従業員　8名
設　立　平成8年10月
資本金　3500万
営業開始 Ｈ24年11月1日

H a r v e s t  2 0 1 2 . 11  v o l . 4 2 4

平成24年11月下旬より、当組合
ホームページ「Harvest」は企業
facebookを取り入れたホームペー
ジへリニューアルします！！
リニューアルに伴い、毎月1日発
刊の冊子「Harvest」は、休刊する
こととなりました。
新装ホームページを宜しくお願い
します。
『 facebookでいいね！』してね

●代表者交代
　㈱ストロング福岡（10月1日付）

代表取締役　　
神山　昌貴
取締役相談役　
神山　昌巳

組合員企業からのお知らせ

●社長交代
　㈱ヒデトレーディング（10月吉日）

代表取締役会長　
鈴木　英夫
代表取締役社長　
鈴木　哲也

組合ホームページ
リニューアルのお知らせ
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山内　哲也
Tetsuya　Yamauchi

寝具一筋30年。
この道一本で頑
張っております。
家に帰れば、奥さ
んのおいしい手料
理と365日欠か
すことの無い大好
きな芋焼酎を飲ん
で目下増量中!!

井手　譲治
Joji　Ide

今年は春から夏ま
でに野菜作り（我
が家はマンション
の為プランター）
でトマト・キュウ
リ・ゴーヤなど収
穫し、おいしく食
べました。
来年はカボチャ、
ナスにもチャレン
ジしようと思って
ます。

長谷川　秀樹
Hideki　Hasegawa

春夏秋冬　好きな
釣りに励んでおり
ます。
今季の釣果は今の
ところ真鯛50cm、
ハマチ60ｃｍが
最高です。
今から本番を迎え
る寒グロでも今年
はチャレンジした
いと思います。

山地　英雄
Hideo　Yamaji

自転車通勤を始め
て約2年。そろそ
ろ自転車もボロく
なってきたので新
しい自転車を買う
かどうか考え中。
健康の為に皆さん
もどうですか?　
エコですから。

株式会社 クレスト
TEL092-622-2611　FAX092-611-2260　http://www.f-crest.com

寝装品・リビング関連商品の企画・販売

毎日の疲れを癒す睡眠。

体のケアー、心のケアー、すべての人々

が毎日を快適に過ごせる為に

日夜　安眠・快眠についての商品開発を

行っています
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会社名 音伍繊維工業（株）
TEL092-622-3381　FAX092-622-3385

弊社は、国内工場で縫製するイージーオーダースーツの販売と、事務服、
作業服などの企業制服、ビジネスシーンに係るユニフォーム全般の販
売の2つの事業をメインに、法人・個人向けに行っている企業です。

高山　昇

　入社36年目を迎えた

ベテランのフィッターで

す。仕事面では主にユニ

フォーム関係の仕事を

行っていて制服のことは

任せて下さい。趣味の方では以前、山登りをよくしてい

ましたが最近は遠退いています（笑）が、1日1日を大切

に過ごしています。特に、営業になって初めて採寸した

お客様の事を忘れずに、毎日、営業に励んでいます。

タカヤマ ノボル

大坪　哲哉

入社32年目の営業マン
ですが、野球で鍛えた
フットワークで日々、営
業に跳び回っています。
仕事ではスーツ販売、ユ
ニフォーム販売とオールマイティーに営業し、継続して
注文を頂けるように信頼関係を築きながら、充実した活
動をしています。最近はプライベートでボランティアな
どを頑張っています。日々精進がモットーです。

オオツボ　テツヤ

福元　直樹

スーツ（洋服全般）が好きで、
今でもお客様にスーツを買っ
て頂いた時の満足された表情
を見ると、この仕事をしてい
て良かったと思います。これからも、お客様から信頼され
永くお付き合いが出来るようさらなるスキルアップを目指
します。また、休日は、可愛い3人の娘達と遊んでいますが、
もう少し大きくなると「親父くさい」と疎ましく思われるの
ではないかと危惧しているパパなのです。カッチョイイパ
パでいなければ・・・そんな毎日を過ごしています。

フクモト　ナオキ

オト　ゴ 　センイ　 コウギョウ

今回は、作業服、事務服等のユニフォーム販売について、ご案内

させていただきます。

弊社は、イージーオーダースーツ販売と並行しまして、ユニフォー

ムの販売を行っています。多種類のユニフォーム、具体的には、

女性事務服、作業服、イベントジャンパー、白衣、雨衣、Tシャツ、

安全靴などのカタログがあり、ユーザー様のご要望のアイテムの

カタログをお届けして、その中から商品をお決め頂く流れになっ

ています。今は特に、環境に優しいリサイクル素材を使用したユ

ニフォーム、働く人のニーズに応えたユニフォーム、主に着心地

を重視した商品等を提案し、企業ごとに異なる職場環境で、着る人のパートナーとしての“衣”のお

手伝いが出来ればと思っています。そして、営業マン一人一人が、責任を持って商品を提供すれば、

お客様との間に信頼が生まれ、毎日をポジティブに働けるパワーを与えれるように、“オフィスに元

気を”をモットーに販売を行っています。1着1枚からのご注文でも直接お伺いしますので、ぜひ、ご

連絡よろしくお願い致します。

節目の25年を迎えました。
毎日スーツを着用していない
と落ち着かない、そんなスー
ツと共に人生を送っている日々です。営業は主にスーツ販売を中心に行い、訪問先ではお客様に良きアドバイスが出来るように、休日はショップ巡りでスーツ研究をしています。そして、最近はスーツのみならず、自身がオーダーシャツに凝って、販売も行っていますので、ご利用の折は気軽にお声掛けお待ちしています。毎日、感謝の気持ちを大事に営業しています。

長嶺　一也
ナガミネ　カズヤ
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株式会社ヒデトレーディング
鈴木　哲也

Tetuya　Suzuki

海好きからきたことですが、ウェイクボード、サーフィン、スキューバダイビングと色々海に関係
することをやって来ましたが、家にいても海を感じる環境が欲しいと思い海水水槽を立ち上げて海
水魚を飼っています。
こんな事を言うと生き物を飼う資格がないと言われそうですが、特に海水魚そのものが好きなわけ
ではなく、基本的には海が好きから来た趣味（癒しの場）です。
しかし、眺めていると海の良さと、ゆったりとした時間の流れを感じることができて癒される空間
です。
自分も水槽の中でゆったりとした時間の流れの中にいるような感覚になります。
現在では会社の一階にも海水魚水槽があり、カクレクマノミやナンヨウハギがいて、ゆったりとし
た癒しの空間ができています。

映画のファインディグニモのキャラクターでも人気となった魚ですが、オレンジ色に黒の縞模様が
特徴の「カクレクマノミ」といいます。映画のキャラクターももちろん人気があり、かわいいキャ
ラクターですが、実際のカクレクマノミも見ていて飽きない可愛さです！
お時間のある方は見にきてください！時間を忘れて吸い込まれるような可愛さだと思います。お魚
が苦手な方はわかりませんが…。
すべての魚が近づくとびっくりして逃げると思っている方もいらっしゃると思いますが、毎日同じ
時間に餌をあげたりしているので、餌の時間に近づく
と集まってきたり、いつも餌をあげている人が近づく
と逆に寄ってきたり、水面からこちらを見上げるよう
に待っていたりします。
私も後から気づいたのですが、犬や猫のように魚も人
間に慣れてくるのです！
近付いてくるとその可愛さも倍増です！

他には「レモンピール」←魚「ホワイトソックス」←エ
ビなどなどが水槽にいます！
あとは別に入れたわけではないのですが、なぜかウニ
が住んでいます。
海水魚水槽は、ライブロックと言う海の石を入れて飼
育するのですが、このライブロックに最初は目では発
見しにくい大きさの生き物がついてる事が多いです。
それが大きくなって目に見えるようになると、入れて
いない生き物がウロウロすることになります。
こんな不思議な発見が多いのも海水魚水槽の特徴です。
私は毎日このゆったりとした空間を楽しんでいます。

寄ってくるクマノミ達

水槽全体
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興信株式会社
谷岡　源信
Motonobu Tanioka櫨蝋（はぜろう）

H a r v e s t  2 0 1 2 . 11  v o l . 4 2 4

♪　だれかさんが　だれかさんが　だれかさんがみつけた
　　ちいさい秋　ちいさい秋　ちいさい秋みつけた
　　むかしのむかしの風見のとりの　ぼやけたとさかにはぜの葉一つ
　　はぜの葉あかくて入日色
　　ちいさい秋　ちいさい秋　ちいさい秋みつけた　♪

サトウ・ハチロー作詞、中田喜直作曲　童謡「ちいさい秋みつけた」三番

歌詞に登場する櫨（ハゼ）はウルシ科の落葉高木で本州中部以南、特に福岡、
佐賀、大分をはじめ、九州各県と四国に多く植えられています。
日本でろうそくが最初に登場したのは奈良時代で、仏教伝来とともに中国
から輸入された蜜蝋（ミツロウ）ろうそくといわれています。平安以降に
なって、東北産の漆櫨（ウルシハゼ）から造った漆蝋（ウルシロウ）の和
ろうそくが作られるようになりました。
その後、江戸初期（1645 年）中国船が鹿児島県桜島に漂着し、黄櫨（ハ

（毎年 11 月中旬に柳坂ハゼ祭が開催されています。）

28 歳の若さで病死した、久留米出身　明治の洋画家　青木　繁　も
わが国は筑紫（つくし）の国や　白日別（しらひわけ）　母います国　櫨多き国
と病床から故郷の景色の中に母親の面影を詠んでいます。

櫨蝋は今でも高級和ろうそく、お相撲さんのビンツケ、口紅などの化粧品、医
薬品の基材として利用されていますが、製造業者は荒木製蝋、野口植栽蝋など
数社を残すのみとなっています。
田主丸にある「櫨屋敷」では和ろうそくの手作り体験が出来ます。
自分で作った蝋燭に火を燈し、地酒を片手に、櫨がたどった歴史、紅く染まっ
た故郷の景色に思いを巡らしてみませんか。…身を削り揺らぐ炎が映し出す先
人達と櫨の生き様…

ゼノキ）と蝋を搾る道具を伝えたことから、九州の各藩は競って櫨の栽培に力を入れました（他にも諸説あるよう
です）。筑後国御原郡寺福童村 ( チクゴノクニ ミハラグン テラフクドウムラ )（小郡市）の内山伊吉は苦心の末に
品種を改良し、「伊吉櫨」として筑紫一円に広く普及しました。櫨は英語で Japan Wax Tree　となっています。
櫨の木から造られる木蝋（モクロウ）は江戸時代から農家の重要な換金作物であり、当時の文献にも、櫨がこの地
方の主要特産物となり、米に次いで藩の財政に寄与したことが記されています。木蝋生産は明治 40 年代がピーク
となり、それ以降は価格の安い石油系パラフィン蝋が主流となりました。昭和 30 年頃まではポマードやチック用
に輸出量も多かったのですが急速に需要が減少し、それとともに櫨の木も伐採され、杉や檜といった常緑樹が山
を覆い尽くし筑後川流域の秋景色も変わってしまいました。
「松山櫨復活委員会」代表の矢野眞由美さんによると、久留米市山本町豊田にある「柳坂曽根の櫨並木の紅葉」が
晩秋の風景を彩っていますが、かつては耳納連山が紅色に染まったそうです。



優　勝
準優勝
第３位
第４位
第５位

八頭司 正典
神山　 昌巳
池田　 喜成
石蔵　 義孝
満山　 正明

IN
49
42
46
51
52

GROSS
93
87
87
99
97

H・D
21.6
13.2
13.2
25.2
22.8

NET
71.4
73.8
73.8
73.8
74.2

OUT
44
45
41
48
45

ス　コ　ア氏　名順位

【個人成績表】 （敬称略）

【優勝の言葉】

【特別賞】
ベストグロス賞　吉村徳博
ドラコン賞　津田征子、生野賢一郎
ニアピン賞　池田喜成、満山正明、生野賢一郎、百田善太郎

1．開催日　平成24年10月12日（金）
2．場　所　久山カントリークラブ
3．参加者　14名

優勝は 丸松セム㈱（㈿福岡卸センター 理事長）会長　八頭司正典氏

福岡卸流通研究会“第１７４回例会”

FFC・302with GOLDRUSH　第2回 福岡ファッションコレクション開催

FF20グループ企業“秋の繊維まつり”開催報告

　秋晴れの素晴らしい天候の中での「第174回流通研究会」に
久し振りに参加させて頂き、オロシアムFUKUOKA組合員
の皆様及び関係先の皆様方と楽しい一時を過ごせました事、
心から御礼・感謝申し上げます。又、日頃より組合地域の発
展の為、御協力・御尽力賜っています事、紙面を借りて御礼
申し上げます。この会の会長　神山社長の熱意と気配り、準
備段取りは流石、年の功。いや、「気遣い名人」と心から敬意
を表し感謝致します。
　当日は、フォーサイト㈱の池田さん・西日本シティ銀行の
今永さんと和気藹々の中にも、お互いのプレーを参考にしつ
つ、励まし合ってフィニッシュ出来ましたが、スコアは私の
人生通り、山あり谷あり。パーも有ればダブルパーも有り、
ブービー辺りかなと思っていました所、谷がはまり思いもよ
らぬ優勝でした。パートナーの池田さん、今永さんのお陰と
ハンディキャップの幸運を頂きました。有難うございました。

第175回例会は、12月13日（木）
熊本の「司ロイヤルゴルフクラブ」で開催します。

　去る10月3日（水）4日（木）の２日間、FFC・302withGOLDRUSH実行委員会主催による合同
展示商談会が開催されました。福岡を中心としたファッション関連企業のビジネス機会の拡大
のため、レディース、服飾雑貨、靴、バッグ、アクセサリー等バラエティに富んだ商品を集結
したバイヤー様向けの合同展示商談会で、会場のHOTEL IL．PALAZZO、GRANADA SUITE
はバイヤー様で大いに賑わいました。

当組合関係の参加企業は下記のとおりです。

去る10月1日（月）～2日（火）の2日間、私を秋色に包みこむ“秋
の繊維まつり”を開催いたしました。
今回は特別賞に選べる豪華家電製品（5本）と現金を準備し、
来店のお客様には大変好評でした。今回は来店客数389店、
売上金額1億6,465万円の結果でした。FF20企業会員の一致
協力で、よい結果で終わることができまして誠にありがとう
ございました。

　小竹正㈱、㈱サンロマン、㈱ヒデトレーディング、フォーサイト㈱、㈱古荘本店

婦人既製服分科会
会長　津田征子
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