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2014年 福岡卸センターキャンペーンテーマ募集！

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

中小企業会計啓発・普及セミナー開催

お一人で何点応募されてもかまいません。
応募作品は応募用紙に記入の上ご提出願います。

卸センター組合員企業社員

最優秀賞　 1 名　5万円
佳　　作　10名　5千円

平成25年11月中旬
平成25年10月18日（金） 例：2013年キャンペーンテーマ

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　　第1回目（8月21日）　13社34名　第2回目（9月11日）　12社32名

《内容》
・中小企業要領を活用すると、どのように企業にプラスになるか・財務会計の構造を知る・キャッ
シュフロー体質を創る・利益・資金計画の策定とその実件・事業計画を策定する・事業計画を
実現する・改正税制のポイント

―時流を的確に表現出来るキャンペーンテーマを期待しています―
福岡卸センターのサブネーム『オロシアム FUKUOKA』をキーワードに2014年のキャンペーンテーマ
を募集いたします。2014年の1年間キャンペーンテーマのもと福岡卸センターを盛り上げていきた
いと思います。
（必ずしも、オロシアムFUKUOKAという言葉を使う必要はありません、イメｰジを共有する程度
とお考え下さい。）

　最優秀作品は、来年1月の福岡卸センター新年互礼会席上で表彰します。
また、最優秀作品は2014年度の福岡卸センターのキャンペーンテーマとしてポスターを作成し12月
中旬に配布いたします。

　昨年好評であった中間管理職セミナーをレベルアップし、今年度も開催中です。今回は「組織活
動とコミュニケーション」をテーマに、中間管理職の皆様に立場と役割を理解いただき、リーダー
として日常の仕事の中でコミュニケーションへの意識、姿勢を整
え、部下指導に役立てていくことを目的としております。

【研修内容】　第1回　組織活動とコミュニケーション
　　　　　　第2回　職場の問題解決 ①問題の明確化
　　　　　　第3回　職場の問題解決 ②具体的解決
　　　　　　第4回　組織の真・報連相

１．開催日時　平成25年9月12日（木）26日（木）
　　　　　　　18：30 ～ 20：30
２．テ ー マ　 『会計を経営に活かす』
３．講　　師　税理士　藤田ひろみ氏（当組合顧問）
４．受 講 者　 9社 16名

独立行政法人 中小企業基盤整備機構講師が主催する「中小企業
会計啓発・普及セミナー基礎編」を当組合で運営・開催しました。
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　私が生まれ育ったのは、熊本県の菊陽町というところです。

　熊本は風光明媚な街で市内の水前寺公園側からいまは珍し

くなったちんちん電車に乗って市役所方面に行くと中心の商

店街の前を通り、市役所の前まで来ると正面に勇壮な熊本城が

みえます。

　このお城のわりと近くに熊本駅があり、ここから JR 豊肥本

線というローカル線に乗ると熊本城から 3 里（約 12km）離れ

たところに三里木という駅があり、その次に原水という無人の

駅があってそこを降りたところが育った町です。

　この豊肥本線は、阿蘇の手前の立野で阿蘇駅方面と高森方面

に分岐し阿蘇側へは九州では珍しいスイッチバックで登って

いきます。　私の小さい頃はここを蒸気機関車が走っており、

さすがに高校の頃は、立野から分岐する高森線でしかみられな

くなりました。　豊肥本線沿いには大津街道が走っており道の
両脇には、昔は立派な杉並木がありました。　元は豊後街道で豊臣秀吉の天下統一後に整備され、そ

の後大名泣かせの参勤交代で肥後藩主が利用しており加藤清正が杉を植栽し熊本から大津に至る

15kmもあったそうですが、いまは菊陽町と熊本市に一部残るのみとなっています。

　原水の駅をおりて北へ 500m くらい行くと、とある集落があります。　祝日ともなると、その集落

の前の道にそれはそれは、ずら～っと日の丸が並びます。ここは、鉄砲小路と呼ばれるところで、妙

解院（細川忠利）の命により寛永 12 年（1635 年）頃、軍用防備のため鉄砲衆を配置したことが名前

の由来となっているそうです。屯田兵の集落で普段は農業を勤しみ、いざ鎌倉となれば武具をまとい、

鉄砲を担いで戦場へ赴かれたそうです。

　この集落のすぐ北側には川が流れておりよくそこで泳いだり魚を捕ったものです。　この川は堀川

と呼ばれ阿蘇から流れ下る白川の流れを大津町の瀬田付近から取水し熊本市内の坪井川へと伸びる江

戸時代に開削された農業用水路で、現在は坪井川水系の二級河川となっています。　この川は熊本藩

主加藤忠広が工事に着手し一時中断されたそうですが、細川忠利が再開し 1637 年に完了したものだ

そうです。そんな由緒あるものとはつゆ知らず、子供の遊び場となりシーズンには蛍を捕りにいった

ものでした。

この川の畔に小さな家がありそこが我が家でした。

我が家にたどり着いたところで、とりとめのない話を終わりたいと思います。

我がふるさとを思いしのび

H a r v e s t  2 0 1 3 . 10 v o l . 4 3 5

㈱立花マテリアル
豊田　明男

Akio Toyoda
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「ものづくりを通してその時代の文化を後世に伝える!!」
当社は「鳶・土工事」を中心とし、ビル・マンション・橋脚の建設工事
などで重要な役割を担う専門家集団です。

株式会社 スギヤマ
TEL : 092-611-0200　FAX : 092-611-6621　http://www.sugiyama-g.co.jp

西野　裕起
Yuuki Nishino

大町　敏之
Toshiyuki Ohmachi 

▲タワークレーン組立

大久保　博史
Hiroshi Ohkubo

　才能が無く15年間やめていたゴルフを50歳で再開！
日々イメージトレーニングを行いコンペに向けて頑張って
います。また、休日は男の料理を作り家族サービスをして
います。次は何を作ろうか楽しみです。

　減量のために毎晩1時間ウォーキングを
していますが、晩酌が過ぎるのでなかなか
痩せません！

　入社して4ヶ月が過ぎ仕事を覚え
るのが大変ですが、早く一人前の鳶
になるよう精進します。

◀橋上部工の足場組立
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　毎日使うものだから、毎日着るものだから、そして毎日食べるものだから、よりよい
商品をお手ごろな価格でご提供していくことに、私たちは意義があると信じています。
　人々の毎日の暮らしは、季節や行事があるごとに、そして時代の移り変わりとともに
刻々と変化しています。
　そして、人々はそのライフスタイルに合わせたお店選びをします。

株式会社 トライアルカンパニー
TEL0120-033-559（フリーダイアル）　092-626-5550　FAX092-626-5540

中村　智樹
Tomoki Nakamura

私たちは研修や合宿の中で
富士山や九重に登り自然の
中で苦労や達成感を共有し
ます。今回の写真は山好き
の若手の三郡山でのワン
ショットです。

　私たちは、そのライフスタイルに合わせたお店作りに取り組み、店舗規模に応じた運営ノウ

ハウを構築しています。

　さまざまな地域に合わせた店舗規模とお客様のご利用スタイルを、ライフスタイルの変化と

合わせて追求し、出店を行ってまいります。

「スーパーセンタートライアル」は売り場面積

1000〜2000坪前後の広さで展開しています。

生鮮食品や加工食品、日用雑貨という日々のお買

い物から、衣料品、電化製品なども「毎日の暮ら

し」をキーワードに品揃えをしています。

「ディスカウントコンビニトライアル」は生鮮

食品の一部の取り扱いや、自社開発の惣菜な

どの品揃え、そして安さをご提供するコンビ

ニの常識への挑戦です。

「メガセンタートライアル」は売り場面積2000

坪以上の店舗で、インテリアや生活雑貨の品揃

え拡大により、暮らしを提案できる商品、売場

のご提供を目指します。
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株式会社　アルシュ
鎌谷　秀之
Hideyuki　Kamatani名島城

ちなみに「福岡」という地名は黒田氏由来と同時に私の出身地、岡山にかつて存

在していた「備前国福岡庄」という中世にとても栄えていた町にちなんで名づけ

られたこともつけ加えておきます。

　来年の大河ドラマ「軍師官兵衛」で盛り上がりをみせる我々の暮らしている福岡

ですがそんな官兵衛にもゆかりの深い大城郭がここ流通センター近くの名島の地に

かつて存在していたことを皆さんはご存知でしょうか。

　

天正十五年（1587）豊臣秀吉の九州征伐の後に筑前の太守として毛利氏の小早川隆

景が任ぜられました。隆景は現在の名島神社周辺に名島城を築きました。

　城は三方を海に囲まれた要害の地にあり、当時の九州で一番大規模な城郭であっ

たそうです。

　その後、慶長五年（1600）の関ヶ原戦いの結果、小早川氏に代わり筑前の国には

官兵衛の息子の黒田長政が入りました。長政は立地的に城下町の整備の余裕が無い

名島城を廃城として福岡城を新たに築いて移りました。

　現在は城のほとんどが市街地と化しており、天守台の一部や名島神社にその名残

を留めるのみとなっています。

しかし、　福岡城を築く際、名島城の一部が移築され「名島門」の名で現存しています。

また、黒田氏の菩提寺である崇徳寺の「唐門」も名島城の城門だったそうです。
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紹介者：松岡 順子さん（㈱クライミング）

紹介者：浦山 政昭 さん（和信産業㈱）

紹介者：津田 鶴太郎 さん（津田産業㈱）

帯を見ても解る通り、この人の
「講演」を聞いたら男性も女性もみ
んな涙々のオンパレードです。
歴史を見直しましょう。

紹介者：平野 崇泰さん（㈱サンエリート）

厳しい経営環境の中、2004年
からのＶ字回復注目企業の1つ
だと思います。
各々の企業「らしさ」を忘れない事。
基本の大事さを感じる一冊です。

古い本です。
今から25年前に一度読んでいま
すが、ここ2年程、国会審議の
中で2度この本の引用が有り再
度最近読み直しました。

99歳で作品を作り続ける姿に圧
倒されました。
着古した服はもとより、雑巾さえ
も色として捉える純粋な心に感銘
するばかりでした。

紹介者：田中 良彦さん（㈱アビオス）

こんな時代だからこそ日本人とし
ての誇りのようなものを持てます。

今月の本棚

人生に悩んだら
「日本史」に聞こう
出版社 
著　者

祥伝社 
ひすいこたろう＆白駒妃登美

わたしは99歳のアーティスト
出版社 
著　者

ＮＨＫ出版
三星静子

日本はこうして世界から
信頼される国となった
出版社 
著　者

プレジデント社
佐藤芳直

成功を決める「順序」の経営
出版社 
著　者

日経ＢＰ社
原田泳幸

昭和16年夏の敗戦
出版社 
著　者

中公文庫 
猪瀬直樹 

顔ヨガ講座　青柳恵奈先生
日　時　H25年10月29日（火）18：00～20：00
会　場　（協）福岡卸センター　第3会議室
講　師　美容家　青柳恵奈氏
参加費　無料
申込み　（協）福岡卸センター事務局［☎622-2711］
締　切　H25年10月18日（金）
準　備　卓上用鏡（できれば大きめ）と筆記具を各自持参して下さい。

美容セミナー開催！

●素肌美の条件とは？
●顔のコリをほぐして、ハリ、血色を取り戻しましょう（実技）
●たるみの原因を知ろう
●顔ヨガでリフトアップ～ Let’s顔ストレッチ＆トレーニング（実技）
●質疑応答

【講習内容】



第4回 リバーサイドウォーク多々良開催のお知らせ

平成25年度「多々良中央中学校職場体験学習」

婦人既製服分科会
会長　宮原茂直

FF20グループ企業“秋のファッションまつり”開催報告
去る9月1日（日）・2日（月）の2日間、“秋のファッショ
ンまつり”を開催いたしました。今回の賞品は、特々
賞、特賞、一等ほか現金を準備致しました。生憎の
雨模様で、足元の悪い中、沢山の方にご来場いただ
き誠にありがとうございました。今回は来店客数
403店、売上金額1億7,595万円と昨年対比90％とい

　平成18年度から受入れを始めた「職場体験学習」は、今年も8社の組合員
企業様と組合で21名の中学生を受入れることが出来ました。まだ幼い中
学2年生の受入れにご協力頂きました組合員企業様には厚くお礼申し上げ
ます。お陰様で無事に終了することが出来ました。
3日間の職場体験でしたが、社会とは、職場とはどういうところなのか、
少しでも理解していただけたら幸いです。子供達の健やかな成長をお祈り
いたします。

組合事務局で職場体験したＦ君、Ｈ君も緊張しながら頑張っていました。

開 催 日　　平成25年10月27日（日）【小雨決行】
趣旨目的　　修練と健康
コ ー ス　　20kmレギュラーコース　多の津公園⇔アイランドシティ中央公園
　　　　　　10kmファミリーコース　多の津公園⇔多々良川下流
参加対象　　流通センター近郊企業・協賛企業の従業員とその家族、流通センター周辺地域にお住いの方

10・11月の主な組合行事予定

う結果でした。ご協力いた
だきました会員各社の皆様
に感謝申し上げ、ご報告と
いたします。有難うござい
ました。

★参加されるには事前申し込みが必要
参加定員　　400名（定員に達し次第締切）
年齢制限　　不問（中学生以下の参加は保護者同伴）
参 加 費　　大人1,000円／人（高校生以下は無料）
そ の 他　　歩行後にお楽しみ景品抽選会を開催します
お問合せ　　詳細は（協）福岡卸センター事務局まで
※大会中に撮影した写真は組合HP、組合機関誌に掲載させていただく場合がございます。ご了承ください。

行事名 日　時
法律相談
中間管理職セミナー
理事会
リバーサイド
ウォーク多 良々
美容セミナー
法律相談
中間管理職セミナー
第33回福岡流通
センターまつり

10月29日（火）18：00～
11月 5 日（火）13：00～
11月13日（水）18：30～

10月 1 日（火）13：00～
10月 9 日（水）18：30～
10月11日（金）10：00～

11月23日（祝）9：00～

10月27日（日）8：00～
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