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バンド演奏を堪能
プロレス〜試

合風景〜

会場内をジャズで魅了！

子供たちに大人気のファイ太くん

活気溢れるダンス
開会式 空まで響く力強い太

鼓の音

福岡市消防音楽隊

大賑わいのワゴンセール会場

【敬称略】

主催：福岡流通センターまつり実行委員会

第33回

11月23日（勤労感謝の日）は天候に恵まれ、終日ワゴンセール会場、メイン会場、多の津公園会場ともに多くの来
場者で大変賑わいました。
今年の開会式には、福岡市長 高島宗一郎様にご参列いただきました。多の津公園会場では、バンド演奏やプロレ
スが行われ、福岡流通センターまつりをさらに盛り上げていただきました。

広告協賛　ご協力企業 ボランティア　ご協力企業

開催に伴い前日の準備に当日の運営にご協力いただきました企業、ボランティアスタッフの皆様、ご協力誠にありが
とうございました。

明石被服興業㈱　㈱アビオス　㈱アルシュ　㈱イシカワ　㈱石蔵
商店　㈱イノウエ　㈱大津コーポレーション　カイタック㈱　カレッ
ジ福岡　清正製菓㈱　㈱ケイ・エス・デー　興信㈱　小竹正㈱　
㈱小山千緑園　㈱サンロマン　（資）シガキ食品　㈱シュテルン福
岡　商工中金　㈱スギヤマ　助野㈱　セブンイレブン　㈱タムラ　
男爵　チャイナ梅の花 福岡東店　津田産業㈱　㈱釣王　帝欧オー
ト㈱　㈱てんぐ屋産業　㈱藤秀　ナイスビームスタジオ　西日本シ
ティ銀行　㈱西日本総合保険　㈱ヒデトレーディング　フォーサイ
ト㈱　福岡銀行　福岡流通警備保障㈱　ほっともっと　マーシャル
青山　舞松原不動産㈱　丸松セム㈱　㈱百田工務店　㈱村上観
光　㈱流通自動車整備工場　㈱レイメイ藤井　和信産業㈱

㈱アビオス　㈱アルシュ　㈱アルバーノ　㈱イ
シカワ　㈱石蔵商店　㈱イノウエ　興信㈱　
小竹正㈱　㈱サンエリート　㈱サンロマン　
㈱シュテルン福岡　㈱スギヤマ　セムインター
ナショナル㈱　セムプランニング㈱　津田産
業㈱　西川リビング㈱　㈱ヒデトレーディン
グ　フォーサイト㈱　福岡流通警備保障㈱　
フジメン㈱　㈱古荘本店　丸松セム㈱　㈱百
田工務店　㈱やまやコミュニケーションズ　
㈱流通自動車整備工場　㈱レイメイ藤井

福岡流通センターまつり開催報告
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“青柳恵奈先生の美容セミナー”「顔ヨガ講座」

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

第4回リバーサイドウォーク多々良開催報告

もうすぐ5キロ 10キロコース 一等当選!
㈱イシカワ　衣川 智優くん

20キロコース 一等当選!
㈱ヒデトレーディング　松村総一さん

H a r v e s t  2 0 1 3 . 12 v o l . 4 3 7

　10月27日（日）に開催しました『第4回リバーサイドウォーク多々良』は、絶好の好天ウォーキング日和
になりました。
　今大会は前回にも増して多くの方に参加いただき、多々良川沿いを秋の風を受けながらのウォーキング
とゴール後に実施した豪華景品が当たるお楽しみ抽選会を楽しんでいただけたと思っております。
　開催にあたってご協力いただきました企業、ご参加いただいた皆様、ボランティアの皆様、誠にありが
とうございました。
　・主　催　福岡流通センター地域活性化部会
　・参加者　33団体（企業並びに周辺自治協議会）より…252名
　　　　　　10Kmファミリーコースの部………………155名
　　　　　　20Kmレギュラーコースの部…………………97名

１．日　時　平成25年11月13日（水）18：30～20：30
２．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
３．受講者　第4回目 12社32名　　第4回 組織の真・報連相

4回の研修を通じて、中間管理職としての問題を共有し、話
し合うことで意識を高めることができたようです。研修で学
んでいただいた、質の高い仕事をするためには①仕事の目的
を明確にし、部下や上司との情報を共有する。②職場の問題
を放っておかない。③具体的な解決策で行動に移す。等のこ
とを職場で活用してくださることを願っております。

Ⅰ．日　時　平成25年10月29日（火）
　　　　　　18：00～20：00
Ⅱ．場　所　卸センター会館　第3会議室
Ⅲ．講　師　美容家　青柳恵奈氏
Ⅳ．参加者　 7社22名
研修委員会では2度目の女子社員向け美容セミナー
を開催いたしました。青柳先生は素肌美人の気さく
な先生で自分の顔写真を撮ることから講座が始まり
ました。「自分の顔と向き合うこと」「食とお肌の関
係性」「顔筋肉のほぐし方」など先生の熱いトークを
聴きながら、あっという間の2時間でした。ビフォー
アフターの効果は目を見張るものがありました。

先生がとても素敵で大変楽しかったです。2時間
で効果があり、すごいと思いました。筋肉の仕組
みから教えて頂いたので、その後のヨガもとても
やりやすかったです。今まで興味がなかったです
が、すごく関心が持てました。

【研修内容】
●報連相をする自己、しない自己
　～ DiSC理論で自己の価値観を知る
●報連相のレベルと自己チェック
●基本の報連相と質の高い報連相
●職場の報連相の問題点
●相手の価値観に沿った報連相とは
●中間報告、口頭と文書、会議の活性化

講師所感

受講生の感想
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西日本バンドー株式会社　製造部　九州グループ
糟屋郡糟屋町大字戸原字鹿田808-10

西日本バンドー株式会社
TEL092-622-2902　FAX092-622-2903

芝　敏治Toshiharu Sibaご安全にを合言葉に安全第一作業で初心を忘れずプロ意識を持って現場工事リーダーとして日々努力しています。

嶺　伸一
Shinichi Mine

「みなさん、こんにちは」私の仕事は、ベルトコンベヤの加工を行っています。社員同士の団結を強めて楽しく仕事をしています。

福田　耕一郎Kouichirou Fukuda皆さん、こんにちは。私のストレス発散法は、休日に家族（娘15歳・嫁）とおいしいものを求めて遠出することです。

あけぼのセンター
（加工工場・物流センター）

フィールドカー
（ベルト点検車両）

コンベヤベルト
（エンドレス加工状況）

私たちの部署は、コンベヤベルト他

ゴム製品の工場内加工・現場施工を

行っています。

製鐵所やごみ処理場・その他の工場

での加工を行う仕事です。
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Before

After

新築注文住宅、リフォーム、リノベーション（ReMo）、RCビル、マンショ
ンの新築及び増改築、アフターメンテナンス、不動産事業他

株式会社 百田工務店  ReMo
TEL092-611-2661　FAX092-611-1477　http://www.re-mo.jp/

中古住宅を購入し、

自分好みの空間に改修。若い世代で、

リノベーションが増えてます！

築28年のマンション
リノベーション。
ヘリンボーン貼りの
床にこだわりました。

Before After

After

　20代から30代を中心に、中古住宅を購入し自分
好みの空間に改修するという“リノベーション”に高い
関心が寄せられています。

　特に福岡での関心度は94.5％と首都圏の89.7％
を抑えて全国1位という結果でした。
（「2012住まい購入検討者意向調査」リクルート住まいカンパニーより）

“あなたらしさをトコトン！”を
キーワードにお客様の
こだわり空間を追及させて
頂いております。良かったら
ホームページ見て下さいね！
http://www.re-mo.jp/

　そんなリノベーションの設計、
施工を行っているのが弊社の

“ReMo（りーも）”

キッチンを移動してぐるりと回遊できる間取りにしたこ
とや、家事動線上に収納スペースを配置したことで
生活しやすいお部屋になりました！

また、収納スペースも約2倍確保しました！
【収納率6.2％から11.48％にアップ！】

PS玄
洗

浴

洗濯

洋室

洋室

LDK

バルコニーバルコニー

PS玄
洗

浴

洋室

和室 和室

収

収

収納

DK

REMO 福岡

他の事例も
見て下さい♪
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これを書いているのは 10 月半ば…。今年は不規則な気候となり、

移りゆく季節が非常に遅く感じ取れていましたが、漸く朝晩が冷

え出して秋の気候を感じる頃となりました。

　この卸センター内には、衣料品を携わる企業も多く、これから

迎える冬に向けて繁忙の時期へと突入されている頃と思われます。

年末へ向けて多忙なシーズンインではありますが、私には非常に

大切にしている時間帯があります。それが休日の「リフレッシュ

タイム」です。単に趣味の時間ですが、私にとっては癒しの時。

自身をリセット、デトックスする貴重な時間となっております。

皆様方にも様々な趣味やリフレッシュパターンが在ると思われ

ますが、「あなたの趣味は？」と尋ねられると如何お答えになる
でしょうか？すぐに答えられる方は、上手に自分をリセット出来ている事でしょう !?

個人的ではありますが、常にそれを意識して仕事に励んでおり、ストレス解消に結び付けております。

勿論、素晴しい家族の理解と働ける環境があるからこそ出来る事です。休日になると、たまらなく行

きたくなる場所があり、早起き出来るのかは解らずとも道具を持ち出し必ず海に出掛けて行く。そう

です。私のリフレッシュタイムは、「魚釣り」なのです。

　「魚釣り」と行っても釣り方には大まかに分けて 2 通りあり、餌を使用する餌釣りとルアーやエギ

リフレッシュ！
助野株式会社
折口　聡
Satoshi Origuchi

と呼ばれる疑似餌を用いる疑似餌釣りがございます。私の好

きな釣方は、後発の疑似餌釣りです。「海で疑似餌？釣れる

の？」と思われる方も多いと思われますが、近くの博多湾内

でも季節に応じてイカ、スズキ、アジ、ヒラメ、カマス、サワラ、

太刀魚など意外な魚種が釣り上げられ、ボウズ（ 釣果ゼ

ロ ）の日もございますが、ひと時を楽しませてくれ大いに

癒されております。出先としては、専ら近隣の博多湾に出向

く事が多いですが、時には他県や離島に遠征する事もあり、

プチ旅行気分で出先を満喫しております。

　自然を感じとり、趣味を楽しみリフレッシュする。仕事柄、

季節や気候を常に気に掛けてはいますが、一層敏感になれた

ものだと感じております。今後もこの時間を重宝し、公私共

に充実した毎日を送りたいものです。
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西日本バンドー株式会社
豊田　秀久

Hidehisa Toyota

どうしてしんどい
思いをして山に登るの

H a r v e s t  2 0 1 3 . 12 v o l . 4 3 7

「どうして山に登るの？」との問いに対し、こう答えます。
「年を取ると天国に近い所に行きたくなるから。」
本音は土日に妻を自由にさせる為の山登りです。山登りを始めたのは社会人になり、
先輩からロッククライミングに誘われ 3 回ほどロープを使っての岩登りのイロハを教
えてもらい、のめり込んだ途端、先輩の退職で中断。一人で兵庫県の六甲山を休日に登っ
ていました。4８歳の時、友人から北アルプスの剣岳に行かないかと誘われましたが、
体力に自信がなく、その時には断り「来年連れてって」と言い、1 年間リュックに水
の入ったペットボトルを入れてのトレーニング、1 年後その友人達 8 名で鹿島槍に登っ
たのが本格的な山登りの始まりです。まず靴、雨具、リュックの 3 点を購入し出発。
その夜の 3000ｍの山小屋から見た夜空、満天の星でした。夏なのに気温は８℃、寒さ
を忘れてその星空を長い間眺めていました。
　次の年から槍ヶ岳、笠が岳、西穂高、奥穂高、焼岳、立山、大山等々登り、春山に
も挑戦しました。アイゼンを履いての雪道の感触、雲の上に見える富士山最高でした。
　こんなことがありました。槍ヶ岳の山小屋で夜中の一時ごろ夜空を見に玄関に行っ
た時、テーブルの下に若い女の子が本を持って座っていました。その時には、何でこ
んな時間にしかも、うす暗い場所におるんやろうと思って、外に出て戻ってくると、テー
ブルの下にはだれもいなく、寝たんやと思い部屋に戻りました。翌日友人に話すと「そ
れはお前、あれやんか」幽霊？　ぞっとしました。
２年前定年退職し、昨年から九州の山デビューで、
日記を見ると１年間で２０回以上山登りしたよ
うです。
九重連山の久住山に登った時のミヤマキリシマ
ですが、今年の久住山は尺取り虫に花、新芽を
食われ全滅でした。かろうじて、下の方は咲い
ていました。
　福岡に来て篠栗にある、若杉山、大宰府の宝

満山、三郡山を手始めに登り始め、うきは市にある、鷹取山に登った時に、大雨と雷
に出会い死ぬ思いでした。
　以前爺が岳に登った時に雷に出会いリュックは投げ出し、這い、松の中に潜り込み
雷に打たれたら、運がなかったと思わなしゃあないと思いました。うきは市の鷹取山
でも同じ思いで下山しました。低い山でも、異常気象の昨今どこでも同じです。「死ん
だらしゃあない」
最近の山には、山ガール、山マダム、山姥が大勢登っています。
休みの日には、おにぎりを持って山に登って見ませんか。奥様、旦那様から逃げる為に。
山には束縛されない自由があります。
夫婦仲良く別行動が最高ですぞ。



婦人既製服分科会　会長　宮原茂直

紹介者：末藤 玄太さん 【㈱トライアルカンパニー】

紹介者：今元 広夫 さん 【㈱大津コーポレーション】

紹介者：青柳 政志 さん 【音伍繊維工業㈱】

若者に幸せに働き、幸せに生きる
為の「エッセンス」をまとめた一冊
です。

を乗り越え、人生をかけ改暦事業を成し遂げて行く所

紹介者：吉田 潔さん 【丸松セム㈱】

プロ野球通算218勝。
48歳で今なお現役の投手が30
年間で学んだ信条と生き方を語り
感銘を受ける一冊です。

江戸時代、碁打ちの
名門に生まれながら
算術に生き甲斐を見
出した主人公が挫折

時代を超えた成功の法則
（良好は偉大の敵）

紹介者：瀬藤 育男さん 【㈱藤秀】

人は、思考の時間があり、且、自
身が幸せの絶頂の祈りに他人の為
に身を犠牲に出来るか？
ハンカチを用意して読む事をお勧
めします。

今月の本棚

働く君に贈る25の言葉
出版社 
著　者

WAVE文庫
佐々木常夫

ビジョナリーカンパニー
出版社 
著　者

日経BP出版センター
ジェームズ・C・コリンズ

塩狩峠
出版社 
著　者

新潮文庫
三浦綾子

継続する心
出版社 
著　者

青志社
山本昌

天地明察　上下
出版社 
著　者

角川書店
冲方丁

12・1月の主な組合行事予定FF20グループ企業“休日返上売出”開催報告

法律相談
理事会
交通安全講習会
理事会
新春講演会
新年互礼会
第24回ボウリング大会

行事名 日　時
12月 3 日（火）13：00～
12月13日（金）10：00～
12月19日（木）18：30～
1月 9 日（木）9：00～
1月 9 日（木）11：00～
1月 9 日（木）12：00～
1月19日（日）9：30～

去る11月4日（月）・5日（火）の2日間、“休日返上売出”を開催
いたしました。今回の賞品は、特々賞にJTB旅行券、特賞
からは現金を準備致しました。今回も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。
来店客数520店、売上金額1億9346
万円と昨年対比90.33％という結果
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。

切手・印紙は組合事務局で販売しています。
是非、組合事務局でお買い求めください。「切手・印紙」事務局で販売中
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