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第15回フォトコンテスト 優秀賞
「夏の終わり」
㈱サンロマン　松本　裕さん
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個人の部 ハイゲーム賞

団体の部 優勝 2班

第23回 ボウリング大会

1．日　時　平成25年1月20日（日）9：30～12：30
2．場　所　パピオボウル
3．出場者　21社　130名

◆男性の部 優勝
　大熊　正雄　㈱ニコンインステック

◆女性の部 優勝
　大庭　もも　㈱イシカワ

372

365

341

◆男性の部
　村山　昭博　㈱クライミング

◆女性の部
　大庭　もも　㈱イシカワ

㈱ニコンインステック

㈱クライミング

㈱ヒデトレーディング

会社名 合　計

大熊　正雄

村山　昭博

髙巣　隆治

優　勝

準優勝

第三位

氏　名順　位

男性の部

434

345

331

㈱イシカワ

ナツアキ㈱

㈱レイメイ藤井

会社名 合　計

大庭　もも

田中　美紗

熊澤　百合子

優　勝

準優勝

第三位

氏　名順　位

女性の部（1ゲームにHDCP30点加算）

■チーム合計得点1,263　　　　
　（チーム内上位4名の総得点） （氏名敬称略）

アキレス㈱

カイタック㈱

㈱ニコンインステック

㈱イシカワ

㈱イシカワ

会社名
中尾　英之

白石　博文

田村　哲

大庭　もも

平田　弥生

氏　名

　当組合主催の第 23 回ボウリング大会が、選手・お子様を連れ
たご家族など 130 名を超える参加のもと、盛大に開催されました。
八頭司理事長の挨拶に続き、金古副理事長、百田副理事長ととも
に始球式が行われゲームがスタートされました。各レーンからス
トライクやスペアが出る度に歓声が沸き、会場いっぱいに熱気溢れる雰囲気のなか、団体戦・個人
戦の成績が競われました。

成績表
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団体優勝　第2班 カイタック㈱　白石　博文

㈱ニコンインステック　大熊　正雄個人優勝【男性の部】

個人優勝【女性の部】 ㈱イシカワ　大庭　もも

I・P
明石被服興業
アドヴェンチャー
アビオス
アルシュ
イシカワ
イノウエ
ウィルコーポレーション
エフ・アール・シー
エム・エス・エス
カイタック
清原
クレスト
ケイ・エス・デー
興信

小竹正
コトブキ
佐川急便
サンエリート
サンロマン
新栄商会
スギヤマ
セムインターナショナル
セムマルマツ
タムラ
津田産業
藤秀
ナツアキ
ニコンインステック
西川リビング

西日本宇佐美 九州支社
西日本シティ銀行
白元　福岡支店
パラマ・テック
ヒデトレーディング
フォーサイト
福岡卸センター
宝章堂
松浦通運
マルクニ運送
丸松セム
百田工務店
ユニファ
リブ
その他

（敬称略）45社　120名

事 業 所 名 事 業 所 名事 業 所 名

　さる 1 月 23 日（水）卸会館 3
階にて「冬の献血」が行われま
した。総計 45 社 120 名の方に
ご協力をいただき誠にありが
とうございました。

90
30（25％）
120

105
18（14.6％）
123

24年1月
（前々回）

400ml
不採血（割合）
合計

25年1月
（今回）

24年7月
（前回）

119
29（19.6％）
148
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　今回、卸センターのボウリング大会に参加しまして、思いもよらぬ団体優勝というこ
とで驚いています。個人的にボウリング大会は毎年、密かに楽しみにしており連続 23
回出場させて頂いております。
　今回は、個人的にスコアメークできず貢献できなかったのですが、メンバーの方々の
頑張りに助けられ優勝させて頂きました。2班メンバー他は、中尾英之さん・田村哲さん・
大庭ももさん・平田弥生さんです。
　毎年この大会で顔を合わせていた方々は、リタイアされたりと顔触れは変わってきて
いますが、今後も若い方の中に混じって出場したいと思います。最後に、今大会に携わっ
ていただいた会員交流委員会の皆様方に感謝いたします。

　私は、入社してから 18 年毎年このボウリング大会には参加をさせていただいており
ますが、個人・団体含めて優勝という経験は初めてで、大変光栄なことであり皆様に感
謝申し上げます。
　毎年思いますが、顔も名前も知らない方と出会って、すぐに同じチームとして意気投
合し、同じ目標に向かって一喜一憂する！同じ会社の中でも難しいことを、このボウリ
ング大会ではそれができるのです。本当に素晴らしいことだと思います。
　また来年皆様とお会いできることを楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願
い申し上げます。

　まず、大会の企画・運営に携わって頂いた多くの方、班のメンバーの皆さん、ありが
とうございました。団体優勝＋個人優勝という結果に自分自身が 1番驚いています。団
体はもちろんですが、個人であのスコアを残せたのは班のメンバーの皆さんのお陰です。
　一人ひとり投球毎に一緒に喜んでくれて、励ましてくれて。
ゲーム終盤には班のメンバーだけでなく、隣のレーンの皆さんも応援して下さって本当
に気持ちのいいゲームが出来ました。
　大会に今年一年分の運を注ぎ込んだので、来年の大会に向けて今からまた運を貯めてい
きたいと思います！
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弊社は、福岡を中心に人材サービスを行っている会社です。又、平成25年2月より、
東京に人材サービスのオフィスを構えることとなりました。この他、グループ会
社には、飲食店経営や健康食品販売等も取り扱う会社がございます。今回はその
うち、もつ鍋と焼肉を取り扱っている飲食店　「高鳥石釜亭」をご紹介いたします。

株式会社 キャリーオン
TEL092-724-5207　FAX092-724-5595　http://carryon.jp/

佐賀牛お得10品盛（2名様より） もつ鍋コース（2名様より）

テーブル席と掘りごたつ式の座敷を準備しております。
30名前後の宴会ができ、貸切も可能です（要相談）

地下鉄西新駅より徒歩8分、藤崎駅より徒歩5分
藤崎商店街の中にあります。

高鳥コース（2名様より）　
焼肉ともつ鍋両方を味わいたい方
向けのよくばりコースです。

グループ会社　高鳥石釜亭
西新では、安くて美味しい焼肉屋として、ひっそりと有名なお店です。材料にこだわり

つつも、価格をおさえて提供させて頂いていますのでご家族連れ等、お気軽にご利用い

ただけます。

焼肉ともつ鍋のコースは人気です！！
お近くにお越しの際には、ぜひお寄りくださいませ！！

「食べログ」でチェックしていただくと詳細な情報が紹介されております。
住所：福岡県福岡市早良区高取1-3-23

TEL：092-843-8111
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岡部 悟朗
Goro Okabe

中尾 英之
Hideyuki Nakao

西 慎二
Shinji Nishi

高崎 雅己
Masami Takasaki

当社の事業内容はシューズ部門、プラスチック部門、産業資材部門で構成されています。
企業理念は、「社会との共生」＝「顧客起点」で、「顧客起点」のもと、お客様の真の満足と
感動を戴ける製品の創造とサービスの提供を通して豊な社会の実現に貢献することで
す。

アキレス株式会社
TEL092-622-2871　FAX092-622-2590

◆シューズ部門では、優れた機能とファッション性を兼ね備えた快適性を追求し、ニーズを捉

えたシューズ製品は多くのお客様にご愛用いただいています。

目指す靴作りのテーマは、”感性と技術の融合”＝”機能美の創造”です。

なかでも学童靴の瞬足は多くの子供たちに支持されています。　

◆プラスチック部門では、「余暇」を楽しむレジャー用品、「食」を支える農業資材、「安心」をもた

らす防災用品と幅広い分野で、毎日の快適、健康、安心をサポートし、人々の暮らしを足元

から支えています。

他車輌資材、機能性フィルムも取り扱っています。

◆産業資材部門では、人々の快適な”生活”空間を支える住宅資材、

地球環境保全に貢献する断熱材・土木資材に至るまで、独自の技

術で、住環境をトータルにコーディネートしています。

部門は違いますが、豊かな色彩や素材の質感で空間を彩る壁紙・

床材も住環境に貢献しています。

詳しくは当営業所へお尋ねください。　　

産業資材販売課
九州のシェアを倍増！

営業所へ異動して2年半。
断熱システム担当です。
最初に参加した業界の会
合において元顧客の多さ
に驚愕。良い商品・サー
ビスでCSアップ、シェ
アをがっちり！

農業資材課
ふやせ、アキレス農ビ
ファンを！

九州地区でのシェア拡大
を目指し悪戦苦闘の毎日
です。年々高くなる得意
先や生産者からの要求に
対し、細やかな対応を心
掛け、付加価値の高い商
品を提供できるように頑
張っています。

プラスチック販売課
積極的な営業活動　

一般FM・PP・特販・レ
ザー／カブロン（家具用）
の販売担当しており、今
期は、冬の「節電対策」を
中心としてセイデンカー
テンのＰＲ受注活動に注
力します。

産業資材販売課

九州全域、車で畜産向け
断熱材の販売に奔走して
おります。
大変な時代ですが、笑顔
をたやさず明るい営業マ
ンで頑張っております。
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株式会社パラマ・テック
中冨　成人
Shigeto　Nakatomi「歩くより早く、走るより遅く走ること」

　最近ゆっくり走ることにすっかりハマっております。
ジョキングとはゆっくりした速さで走ることで、通常は競技志向の方や他のスポーツ
の為のトレーニング、フィットネス、健康増進のための有酸素運動として等と様々な
目的があって、昨今多くの老若男女の方々がやっておられます。
私の場合、ジョギングの目的は「快楽の追求」です。

　10 年ほど前から、年齢による体力の衰えを感じ健康促進や若返り（？）願望から、
走り始めてはいたのですが、長い距離を走ることは昔から得意ではなくあまり楽しい
ものとは言えませんでした。その頃は中途半端に、生来の責任感？と義務感から自分
に鞭打ちながら走っていました。その後も喫煙と同じく一度始めたらなかなか止めら
れず、だらだらと断続的に続けていました。
ところが、昨年の春ころ、今までの 2/3 程度速度のゆっくりとしたスピードで走り始
めたところ、一挙に楽しいものへ変貌しました。
私は近くの公園をマイジョギングコースとしており、1周700m あります。最近の市の
公園は路面に人工ラバーが敷き詰めてあり、足への負担も軽減され非常に走りやすく
なっております。市の公園関係者の方には常々大変感謝致しております。

　ぽかぽかと暖かいある小春日に、いつもの通りあまり気乗りせず、前述のゆっくり
走法に変え、1～ 2周まではこの苦しさをあと何週で終わろうかと、いつもの通り怠け
心と戦い走っておりました。2 周目あたりから汗が出始め、「汗」が流れ落ちるのを拭
き拭き走る頃になると、何故かよくわかりませんがこの「汗」が今までにない強い爽
快感をもたらしたのです。この感じは、夏場になると、1 周過ぎたくらいで汗が流れ
始めるためすぐに快感に到達することになり、一挙にハマってしまいました。それか
らは、快感を求め「歩くより早く、走るより遅い走り」に徹しつつ、汗かきジョギン
グ道の始まりです。
　周りの人は、おっちゃんが汗を流しミタムナカと感じていらっしゃると思いますが、
そんなものは全く気になりません。自己陶酔の世界にひたっております。ここだけの話、
家庭円満の為、全く頭の上がらない糟糠の家人にだけは、この楽しみは口が裂けても
教えられない等と思う程です。
最近ことのほか寒く汗が流れ落ちるまで時間を要しますので、短時間で事に達せられ
る春～夏が待ち遠しく感じながら、ゆっくりとマイペースで走っております。



H a r v e s t  2 0 1 3 . 3 v o l . 4 2 8

6

FRC
ビル

多の津
1丁目

流通センター
公園前

山
陽
新
幹
線

山
陽
新
幹
線

㈱エフ・アール・シー
さんからの柳沢 克博

ご紹介です。

ほっともっと 多の津店

ほっともっと　多の津店 ☎092-623-9100

つくりたてのあたたかい弁当を提供する持ち帰り弁当店です。
定番の『幕の内弁当』や『から揚弁当』、390円とお得な『ロースかつ丼』も好評発売中。
営業時間は朝7時から夜9時まで、約35台まで停められる共有駐車場は、
当店ご利用で30分無料です。
従業員一同皆さまのご来店をお待ちしております。

福岡市東区多の津1丁目13-3
7：00 ～ 21：00
年中無休（1月1日～3日は除く）
有（約35台 ※隣接する西日本シティ銀行と
共有している有料駐車場）

住
持ち帰り弁当店

営
休
Ｐ

おすすめメニュー●竹・幕の内弁当……………………490円◯から揚弁当…………………………430円●のり弁当……………………………320円◯ロースかつ丼………………………390円●オードブル各種………………2000円～ご予算、内容など、お気軽にご相談ください。
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将来的な人材確保

商品開発の参考

企業のイメージアップ

職場の活性化を促す

指導する若手社員の成長

協力企業アンケｰト結果

実習生感想文

　今年度の博多女子高校の企業実習は12月を持ちまして終了いたしました。ご協力いただき
ました21社の企業並びに指導者の皆様、ご協力に深く感謝申し上げます。今後ともご協力宜
しくお願い申し上げます。

平成24年度 博多女子高校企業実習を終えて

1．生徒に変化は見られましたか？ 2．企業側からみたメリットは？

● 私は約8ヶ月間の企業実習を通して、事務の方が普段どのような仕事をしているのかを知ることが
出来ました。毎週企業に行く度に最初は緊張していましたが、皆さん温かく迎えて下さって、沢山話
かけてもらえたので、とても行きやすかったです。いろいろな仕事を体験させて頂いて、楽しい事や
難しい事もあったけど、分からないことは分かるまで何度も説明して下さって、とても作業しやすかっ
たです。私は制服をたたんだり、スカートのすそをぬったりする作業が好きでした。すそのひだを止
めるためにぬう作業はもちろん初めてで、裁縫が得意な訳でもなく難しかったけど、その時も丁寧に
やり方を教えて最後までやりとげる事ができました。8ヶ月間の間で、実際に働くということは、本
当に大変で責任があることなんだなと実習を経験して分かりました。現場でないと分からないことや
普通の授業では知れないことを学ばせて頂いて、本当にありがとうございました。来年の春から社会
人になるので明石被服興業さんで学んだ事を活かして頑張りたいと思います。

●約一年間、週一回で企業実習をさせて頂いて、私の中にあった事務のイメージが変わりました。
イメージとしては、ひたすらパソコンと向き合っているものだと思っていました。だけど、実習をし
ていて社員の方を見ていると、電話の応対はもちろん、受付やお茶出し、在庫などの確認もされていて、
事務の仕事は凄いなと思いました。また、工場にも実際に行かせていただいたときに、製造の過程な
どさまざまな作業のお手伝いもさせていただけて、良い経験が出来ました。工場に行ったとき製造業
も良いなと思いました。目を沢山使い、少し大変な感じもしました。あとセットアップを事務所でさ
せて頂いたときも、始めたころは遅かったけど、実習期間が終るころには、早くなっていて個数も沢
山出来ました。女性社員の方にとても優しく教えて接していただけたので、とても楽しく実習するこ
とが出来ました。約一年間ありがとうございました。
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