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　皆様　新年あけましておめでとうございます。

　新しい年　2014 年の新春を、ご家族お揃いでお迎えのことと、心からお慶び申し上げ

ます。今年は、アベノミクス政策による景気上昇モードの本格化によって、日本が、福岡が、

そして各企業が成長・繁栄し、明るい未来が大きく拓ける一年になる事を、祈念いたします。

　昨年一年、皆様方にはオロシアム FUKUOKA の組合事業運営並びに地域振興発展に、

多大なるご支援、ご協力を賜りましたこと、まずもって心から御礼申し上げます。オロシ

アムFUKUOKAでは、綱領・スローガン「未来に残る街」「未来に残す街」（ハイイメージ・

ハイバリュー）「従業員にとって働きやすい街の創造」のもと、昨年は、

1．2 月、福岡流通センターのシンボルである多の津公園が全面改装され、地域の方々と
共に盛大な開園式を行いました。
2．4 月には、福岡流通警備保障㈱様からの心からの厚意により、各所に防犯カメラが設
置されました。
3．9 月から、流市法（流通業務市街地の整備に関する法律）の取扱基準見直しに向けた
話し合いの場、四者協議会が設けられました。
　他にも各委員会の活発な活動によりオロシアムFUKUOKAの改革が進んでいます事は、

皆様の多大なるご助力・ご尽力によるものと深く感謝申し上げます。

　そして、2014 年は、① 組合員企業各社がこのオロシアム FUKUOKA に在る事を強みと

して、さらに活発な企業活動を行えるよう、流市法の取扱基準見直しを具体的に進め、② 

組合員の連携強化によって、我々の街オロシアム FUKUOKA が発展するよう、組合を組

合員全員で守り発展させ組合は各企業の繁栄に貢献する、つまり『組合員は、組合の為に。

組合は組合員の為に。』という協同組合の精神で一歩一歩前進して行く所存であります。

　最後になりましたが、組合員企業の皆様、関係各位の皆様にとりまして、今年が幸多き

繁栄の年となりますよう、お祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

協同組合 福岡卸センター
理事長八頭司 正典

Masa n o r i  Y a t o j i
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㈱イシカワ
杉尾 哲孝

2014　羽ばたけ

みんなの想い
オロシアム　FUKUOKA

大江晃史　㈱サンロマン

2014　地域と共に羽ばたく街

寄ってみらんね
オロシアム FUKUOKA

馬場一郎　㈱サンエリート

2014　LINE

～みんな繋がる～
オロシアム FUKUOKA

中島奈々　フォーサイト㈱

2014　輝く明日へ

未来へ羽ばたく街
オロシアム FUKUOKA

馬場一哉　㈱アルシュ

2014　輪になれ !!

流通の都
オロシアム FUKUOKA

草壁泰介　㈱アビオス

2014　お・も・て・な・し

感謝・ふれあい・オロシアム
松本修一　㈱イシカワ

2014　元気な街

人と人がふれあう街
オロシアム FUKUOKA

花山義弘　㈱イノウエ

いいね！笑顔の街　2014

咲かせよう
オロシアム Smile
中野仁恵　㈱サンロマン

元気ハツラツ　2014

よかバイ 福岡！
よかBuy オロシアム！

篠沢大輔　㈱サンエリート

2014年のキャンペーンテーマの募集には138通の応募をいただき、誠にありがとうございました。多数の作品
の中から、各ブロックで第一次審査を行い、広報・情報委員会、研修委員会で最終審査の結果、下記の作品に
決定いたしました。

　この度の受賞誠にありがとうございました。昔、多々良地区は広大なお花畑が広がっ
ていたと伺っています。街の発展とともにお花畑はなくなりましたが、いつでもたく
さんの笑顔のお花畑を作ることが出来ます。そこで働く人たち、この街を訪れる方たち、
みんな心の中で「いいね」ボタンをクリックしてくれる街、笑顔の花を咲かせて、誰
もが愛してくれるオロシアムFUKUOKAを私は愛し、築き上げていきたいと思います。

作者のコメント

2014 キャンペーンテーマ優秀作品
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商団連九州ブロック会議開催報告

“池田親興氏”・“信川竜太氏”講演会（オープンセミナー）

総合商品部会“秋の異業種交流会”

夏秋　忠明（ナツアキ㈱）
満山　正明（㈱クリーンサービス）
生野　賢一郎（福岡流通警備保障㈱）

IN
44
43
49

GROSS
91
91
94

H・D
18.0
15.6
18.0

NET
73.0
75.4
76.0

OUT
47
48
45

氏　名順位
優　勝
準優勝
第３位

（敬称略）

　全国卸商業団地協同組合連合会（商団連）主催によ
る九州ブロック会議は、九州各地区の卸商業団地を幹
事にして毎年1回開催されています。今年度は当組合
が幹事団地として11月28日～ 29日の日程で開催、当
組合会館にて会議を行った後、ヒルトン福岡シーホー
クに会場を移し懇親会を行いました。
　参加団地は7団地、来賓には福岡県、福岡市、中小
機構、商工中金よりお越しいただきました。会議では関係機関からの情報提供、組合の現状
報告・課題の検討や意見交換が行われた後、ヒルトン福岡シーホークで行われた懇親会では
それぞれの円卓で来賓・参加者が顔をあわせながら和やかな雰囲気で懇親を深め終了する事
ができました。次回の開催地は佐世保と決まり、当組合は幹事の役割を無事終えました。

先日、スポーツに深く関わりのある講師お二人をお
招きした対談形式の講演会が開催されました。今回
のサブテーマである“スポーツに学ぶ人生と経営のヒント”をたくさん学ばせていただき、
あっという間の90分間でした。信川氏からの質問に答える形で、池田氏からホークスの話
はもちろん、選手時代の経験談、プロ野球界の裏話など興味を惹かれるものから笑い話まで、
ここでしか聞けないような貴重なお話もあり、大変有意義な講演会でした。

　総合商品部会ではこの度、会員の交流を深めるべく、秋のゴルフ会を開催いたしました。
空模様はまあまあでしたが、日頃のストレス解消に、異業種交流にと有意義な一日を過ごす
ことができました。今回の優勝はナツアキ㈱夏秋社長でした。

Ⅰ．日　時　平成25年11月27日（水）18：30～20：00
Ⅱ．場　所　第2、3会議室
Ⅲ．講　師　元プロ野球選手 野球解説者:池田親興氏、
　　　　　　スポーツキャスター：信川竜太氏
Ⅳ．参加者　19社67名、一般6名　計73名

「勝つために何が足りなかったのか！」～スポーツに学ぶ人生と経営のヒント～

Ⅰ．日　時　平成25年11月15日（金）　
Ⅱ．場　所　福岡レイクサイドカントリークラブ
Ⅲ．参加者　14名
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黒部裕子氏による“第3回モデリストフォーラム”

第24回 ボウリング大会のご案内

〈福岡繊維卸協同組合主催〉 消費税転嫁対策セミナー

㈳日本アパレル・ファッション
産業協会福岡支部主催

日　　時　　平成26年1月20日（月）13：30～2時間程度
場　　所　　卸センター会館 第3会議室
対 象 者　　経営者、後継者、経理担当者等
講　　師      谷和也税理士事務所
　　　　　　所長　税理士　谷和也氏
申込期限　　平成25年12月27日（金）
会　　費　　無 料
共　　催　　㈿福岡卸センター研修委員会

①消費税の概略
②消費税の価格転嫁について
③消費税転嫁対策特別措置法
④消費税監視体制について
⑤消費税価格転嫁対策のヒント
⑥税率引上げに伴う経過措置

テーマ

１．開催日時　　平成26年1月19日（日）
２．開催会場　　パピオボウル（千代文化スポーツセンター）
　　　　　　　　福岡市博多区千代1-15-30
　　　　　　　　TEL 633-2500
３．参加資格　　組合員企業に在職する従業員
４．参加定員　　130名（原則1社10名まで）
　　　　　　　　※申込みとは別にチーム編成を行います。
５．参 加 費　　無料
６．申込期限　　平成26年1月9日（水）
７．お問合せ　　㈿福岡卸センター
　　　　　　　　TEL 622-2711　担当：長沢

Ⅰ．日　時　　平成25年12月14日（土）
Ⅱ．場　所　　卸センター会館　第2展示室
Ⅲ．講　師　　㈱クールブ　黒部裕子氏
Ⅳ．参加者　　18名

●今回のような衿の時、どのようにしたら沿ったラインができるのか知ることができたので、
今後似たデザインがあればぜひ参考にさせていただきたいと思いました。

受講生の声

テーマⅠ
2014SSコレクションから
AKrisの変形袖ジャケット
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お菓子は「文化」　　お菓子は情報創造流通業。
私達は、お菓子を通じて　「いい会社」　を目指します。
最大よりも最良を求め、地域社会や家族に誇れる
「いい会社」を目指しています。

株式会社イシカワ
TEL：092-622-2761　FAX：092-622-2800　http://www.ns-ishikawa.com

こんな恰好をして
いますが、真面目
です。
趣味は軟式テニス
をしています。テ
ニスの王子を目指
して練習してい
ます。

♥後藤 絵梨佳♥ ERIKA GOTO

管理部で頑張っ
ています。
寒くなってきま
したので、スタッ
トレスタイヤを
考えています。

♥大庭　もも♥ MOMO OBA

セシカのおすすめ商品

　JA種子屋久の安納芋ペーストを使用。
安納芋は一般のさつま芋に比べ糖度が
高く、しっとりとした柔らかい食感で、
そのおいしさを活かしながらグラッセにしました。

種子屋久　安納芋のグラッセ 博多　あまおうソフトキャンディ

　JAグループ福岡の高級イチゴ「博
多あまおう」のピューレを使用して、
いちごの香り高い風味をおいしい
ミルク風味のソフトキャンディにとじ込めました。

新発売

セシカは、株式会社イシカワのオリジナル商品です。

イシカワカワイイワカワカシイ

商品部で日々商品開発をしています。

♠浦野　翔♠ SHO URANO

営業部所属です。

フォトコンテスト
入賞したら
いいな～。

過去ボウリング大会ではお世話になりました。

二十歳になりま
した。
今年こそは何か
趣味を見つけた
いです。
良いものがあれ
ば教えて下さい。
（笑）

♥板垣　愛美♥ MANAMI ITAGAKI

業務部電算を担当しています。
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紹介者：吉田 潔 さん（丸松セム株式会社）

紹介者：宮原 茂直 さん（株式会社イノウエ）

「方法は無限大」
無限大に挑戦していくのがリー
ダーだ。その十分条件とは人を信
じることができ、且つ、信じる対
象を間違わない人間だ！

紹介者：鶴田 林治さん（ロフテー株式会社）

毎日就寝前に読んでいますが、人
生観が変わる一冊の本だと思い
ます。
最初の15ページだけで「肩の力」
がスッと抜けます。

一回限りの人生で、私達が有意義
な人生を送る為に有るべき大切な
こと三つと、この事を成す為に必
要な心のあり方を説かれた一冊。

紹介者：菊池 儀和さん（株式会社イシカワ）

これからの時代を生き抜く為の極
意が書かれています。
すなわち「100人に1人」のレア
な人になる事。
今、7つの条件に挑戦中。

世界一のメンターの「集中講義」
「人を動かす人」になるために知っておくべきこと
出版社 
著　者

三笠書房
ジョン・Cマクスウェル
ワタミ株式会社 会長 CEO
渡邉美樹 監訳

必ず食える
1％の人になる方法
出版社 
著　者

東洋経済新報社
藤原和博

35歳から人生が豊かになる故事・ことわざ
出版社 
著　者

三笠書房
向谷匡史

君に成功を贈る
出版社 
著　者

日本経営合理化協会出版局
中村天風

今月の本棚
　各ブロックより教育・社会・ビジネスシーンに役立つ書籍、
人生・心を豊かにするおススメの書籍をご紹介いただきます。
　皆様にとっても、お気に入りの一冊が見つかるかもしれません。
ぜひご活用ください。

1月23日（木）
10：00～11：30／12：30～15：30

献血をしていただくために
●食事は必ずとっておいてください。　　 ●睡眠はしっかりとっておいてください。
●献血手帳または献血カードをお持ちの方は、ご持参願います。
●ご本人を確認できる書類をお持ちください。（例：運転免許証、健康保険証など）

卸センター会館3階　第2・3会議室

※医師が総合的に判断し献血をご遠慮いただく場合がありますので、ご了承願います。



たばこ カートン販売しております！ 詳細は、事務局までお問合せください。
TEL：622-2711

優　勝
準優勝
第３位
第４位
第５位

香月　　清
生野賢一郎
吉村　徳博
永富　智之
池田　喜成

IN
45
48
46
57
49

GROSS
91
92
93
108
100

H・D
16.8
16.8
15.6
30.0
21.6

NET
74.2
75.2
77.4
78.0
78.4

OUT
46
44
47
51
51

ス　コ　ア
氏　名順位

【個人成績表】 （敬称略）

優勝は ㈱アビオス 副社長 香月清氏
オロシアムFUKUOKA流通研究会“第178回例会”

（11月12日 福岡カンツリー倶楽部 15名参加）

オロシアムFUKUOKA流通研究会で第177回、第178回と連続優勝させていただき、恐縮して
おります。前回同様、ハンディに恵まれた結果と思っております。今回は風が強いながらも晴天
に恵まれ、トリッキー（複雑）でグリーンの早いコースに手こずりながら、㈱サンエリート 古賀
社長、㈱石蔵商店 石蔵専務、舞松原不動産㈱ 大森課長と和気藹々ラウンドを楽しませていただ
きました。
今後はベストグロス賞を目指して日々努力していきたいと思います。幹事の皆様に深く感謝致し
ます。ありがとうございました。

㈱アビオス 香月清氏　優勝の言葉

【特別賞】
ベストグロス賞
ドラコン賞

瀬藤和広
樽井敬三、瀬藤和広
奥田茂、香月清、
生野賢一郎、永富智之ニアピン賞

婦人既製服分科会会長　宮原茂直

FF20グループ企業“Final Big Sale”開催報告
去る12月1日（日）・2日（月）の2日間“Final Big 
Sale”を開催いたしました。今回の賞品は、特
賞に現金、一等からは年始に向けて豪華お正月
用品を含めた賞品を準備致しました。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446店、売上金額1億5,800万円

1・2月の主な組合行事予定

と昨年対比85.59％
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。

行事名 日　時

理事会

新春講演会

新年互礼会

法律相談

1月 9日（木）9：00～

1月 9 日（木）11：00～

1月 9 日（木）12：00～

1月14日（火）13：00～

1月19日（日）9：30～

1月23日（木）10：00～

2月 4 日（火）13：00～

2月14日（金）10：00～

第24回
ボウリング大会

冬の献血

法律相談

理事会
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