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個人の部 ハイゲーム賞

団体の部 優勝 10班

第24回 ボウリング大会 開催報告

Ⅰ．日　時　平成 26年 1月 19日（日）9：30～ 12：30
Ⅱ．場　所　パピオボウル
Ⅲ．出場者　22社 130 名

◆男性の部 優勝　野口 英生　　㈱レイメイ藤井
◆女性の部 優勝　松永 美佐子　㈱サンエリート

◆男性の部　牛島 康博　㈱レイメイ藤井
◆女性の部　當眞 智香　㈱イシカワ

　当組合主催の第 24 回ボウリング大会は、130 名の選手と応援
に来られた社員・ご家族の方々も集まり盛大に開催されました。
八頭司理事長の開会式の言葉に続き、衆議院議員 井上貴博氏の
ご挨拶、そして坂田副理事長を含む 3名による始球式でゲームが
スタートしました。それぞれのチームでは企業の枠を超え親睦を深めつつ、2 ゲームで団体戦・個
人戦の成績が決まるということもあり、ストライクやスペアが出る度に歓声が沸き起こり、大会は
大いに盛り上がりました。
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㈱レイメイ藤井

㈱百田工務店

㈱ニコンインステック

会社名 合　計

野口　英生

小林　重光

内田　英一

優　勝

準優勝

第三位

氏　名順　位

男性の部
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346

㈱サンエリート

㈱イシカワ

フォーサイト㈱

会社名 合　計

松永　美佐子

當眞　智香

豊福　玲子

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）

成績表

■チーム合計得点　　　　
　（チーム内上位4名の総得点）（氏名敬称略）

会社名氏　名
野口　英生

佐藤　誠

下川　大輔

石井　美智子

田中　綾子

㈱レイメイ藤井

㈱イノウエ

丸松セム㈱

小竹正㈱

小竹正㈱
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中小企業基盤整備機構　高田理事長様来訪
　さる 2月 7日（金）独立行政法人中小企業基盤整
備機構より高田坦史理事長様、河上高廣九州本部長
様 他 2 名の方々に、オロシアム FUKUOKA（協同
組合福岡卸センター）視察のためお立ち寄りいただ
き、当組合からは八頭司理事長はじめ理事全員で応
対しました。懇談会席上、理事ぞれぞれから福岡流
通センターの現況や各業界の状況が説明された上
で、活発な質疑応答・意見交換が行われました。

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

団体優勝　第10班 小竹正㈱　石井　美智子
　『こんなに記念品がもらえるなんて…』と言いながら笑顔の帰り道。団体優
勝と個人 5位の記念品で、思わぬお年玉をいただきました。久しぶりのボウリ
ング。足をひっぱらないようにと、最初は必死でした。10 班メンバーは、野
口英生さん、佐藤誠さん、下川大輔さん、田中綾子さんと私の 5人。皆さんの
暖かい和気あいあいとしたムードの中、最後まで本当に楽しくプレイすること
ができました。
　ご一緒したメンバーの方々、また企画・運営に携わっていただいた皆さま方に
感謝いたします。来年もお年玉がいただけるよう、しっかり腕を磨いておきます！

㈱サンエリート　松永　 美佐子個人優勝【女性の部】
　今回、卸センターのボウリング大会に参加するに当り、みんなで楽しく出来
ればいいかなぁと思っていたところ、個人優勝する事が出来、大変嬉しく思っ
ています。
　この大会も年々レベルが上がっているようで、初めてお会いする様な方々と
目標に向かって頑張る姿は、ボウリングの技術だけではなく、人としてのレベ
ルも向上している様に思えます。ただ楽しいだけの大会ではなくそれぞれが、
袖すり合った縁でも活かす事が出来、ボウリングを通して卸センター全体の活
性化に少しでも貢献出来ればいいのではないかと思います。

㈱レイメイ藤井　野口　英生個人優勝【男性の部】
　私は、今回初めてこのボウリング大会に参加させていただきました。ボウリ
ング自体、何年ぶりでしたので少し不安でしたが、思いもよらぬ個人優勝とい
う結果に大変うれしく思っております。同じ班のメンバーの皆さんとは、初対
面でしたが、すぐに打ち解けて皆で雰囲気を盛り上げて投げたことがいい結果
につながったと思います。班のメンバーの皆さんありがとうございました。
　最後に、今大会に携わっていただいた事務局の皆様方に感謝するとともに、
いろんな方が参加して楽しく盛り上がる大会にしていただければと願っております。
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寝具・寝装品全般、介護用品等の製造卸販売
創業：1566年（永禄9年）

西川リビング 株式会社　福岡支店
TEL092-622-3535（代）　FAX092-622-3561　http://nishikawa-living.co.jp/
〒813-0034 福岡市東区多の津4丁目5番5号

「ホームファッション」と「健康」を提供。

より快適な暮らしを提案してまいります。

睡眠時の体圧分散や寝がえりをサポート。
お子様専用のしっかり仕様マットと枕を
ご用意しました。

寝ている間に身体のメンテナンス。
遠赤外線とマイナス電位で快適な
眠りを体感してください。

いつもの生活にあそび心をプラスして。
もっとしあわせな毎日を…そんな願い
を込めて。
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株式会社 百田工務店
清川　現斗
Kento KiyokawaSPEED and RELAX

　学生のときに原付免許を取得して以来、バイクに乗ることが私の一番の趣味です。
友人達と遠出をするようになってから、もっと大きなバイクに乗りたいと思い、普通二
輪に乗り換え、今では大型バイクに乗るようになりました。

　また、休日には早朝から山へ走りに行って、次回サーキットで走る為に練習をしてい
ます。この練習のことをライダーの中では「朝練」と言っていたりします。私はその「朝練」
では乗り方のフォーム練習を一人で集中してやっています。（もちろん交通ルールを
守っていますよ。）
　こうやって一人で練習するのも楽しいですが、走りに行った先で休憩中にライダー仲
間をつくり、輪を広げるのもバイク乗りの楽しみです。初対面の人でもバイクの話題で
盛り上がって、ご飯を食べに行ったり、連絡先を交換したことも多々あります。
 
　プライベートを充実させることによって日々の疲れをリフレッシュし、リラックスす
ることで、仕事にも良い影響を与えることができると思います。
私は今まで９年間バイクに乗ってきましたが、これからもこの趣味を続けていきたいで
す。

　最初は友人達とツーリングに行くだけでしたが、
次第にバイクのレースに興味が湧き始め、サーキッ
トで走るようになりました。サーキットで走ること
はツーリングとはまったく違い、乗り方やブレーキ
の使い方など更にバイクの奥の深さを感じていま
す。（次の日には全身筋肉痛ですが…）

H a r v e s t  2 0 1 4 . 3 v o l . 4 4 0
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FF20“ディスプレー講習　2014実践編”開催

受入企業に対するアンケート結果

実習生感想文

平成25年度 博多女子高校企業実習を終えて

1．生徒たちに変化が見られましたか？ 2．企業側から見た受入れのメリットは？

変わった
45％どちらとも言えない

30％

大きく変わった
0％ 全く変わらなかった

0％ほとんど
変わらなかった

25％ 大きく変わった

変わった

どちらとも言えない

ほとんど
変わらなかった

全く変わらなかった

その他

0 5 10 15 20

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

婦人既製服分科会　会長　宮原茂直　去る2月7日（金）、婦人既製服分科会（FF20）では、最新のディス
プレーを学ぶべく、有限会社ビーナックのめの恵子先生をお招きし、
今年の「ディスプレー講習2014実践編」を開催致しました。
冒頭、FF20の宮原会長より、「これからはお客様に商品を“どう見
せるか、どう伝えていくのか、どう提案していくのか”がプラスさ
れないと売れない。今回のディスプレー講習は、実践の勉強という
事で即数字にも繋がっていくと思います。」と挨拶がなされ、各社が
それぞれ自社製品を持ち込み、ディスプレーの実践を行ないました。

　平成25年度の博多女子高生による企業実習は12月を持ちまして終了いたしました。
19社の企業並びに指導員の皆様、ご協力ありがとうございました。指導員の方々のご意見でも、職
場の活性化を促すことでもあり、今後とも組合員の皆様のご協力を期待しております。

● 5 ヵ月という短い間でしたが、貴重なお時間をさき、いろいろなことを教えて頂きありがとうございま
した。事務職の仕事を目指していた私は、とても勉強になりました。
　私の事務職のイメージは、電話応対やパソコン入力だけでした。しかし、実際は年賀状の仕分けや案
内状の封筒入れ、伝票整理やギフトの包装、伝票作成、タイムカードの入力、切手貼り、領収証チェック、
在庫表打ち込みなど事務というにも、いろいろな仕事内容があるのだと知ることができました。他にも、
ギフト商品の袋詰めやデザインなどを考えることも知りました。
　私はこれから社会人になり、事務の仕事をさせて頂きますが、今回イシカワさんで学んだパソコン入
力方法や貴重な経験を生かし、早く一人前の社会人になれるよう努力しようと思います。5ヵ月間、本
当にありがとうございました。お菓子とても美味しかったです。

●今回お忙しい中、企業実習をさせて頂きありがとうございました。初めてで緊張している私に、皆さん
が優しく声をかけてくださりとても嬉しかったです。社員のみなさん全員明るく楽しい方ばかりで、社
会人になったら御社のような会社に入りたいと思いました。企業実習を半月だけではなく1年間御社で
実習したかったなと思っています。私は、帽子が好きなので、好きな物と関われる仕事は本当に楽しく
出来てとてもいいなと思いました。
　私は、就職を希望しており、春からは社会人になります。御社でさせて頂いた仕事内容とは異なりま
すが、好きな物と関わって仕事が出来るというのはとても幸せな事だと思うので御社で体験したことを
必ず活かして頑張りたいと思います。
　企業実習最終日に、本社の中に居た方々には、ご挨拶しましたが、倉庫に居た方々にきちんとお礼と
ご挨拶が出来なくてすみませんでした。半月間お世話になりました。貴重な体験をさせて頂き本当にあ
りがとうございました。
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平成25年度　福岡流通センター連合会　人権研修会

消費税転嫁対策セミナー〈福岡繊維卸㈿主催・㈿福岡卸センター共催〉
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14（11％）
127

114
15（12％）
129

25年1月（前々回）
400ml
不採血（割合）
合計

26年1月 （今回） 25年7月 （前回）
90

30（25％）
120

I・P
アイル・ジャパン
明石被服興業
アステム
アドヴェンチャー
アルシュ
イシカワ
石蔵商店
イノウエ
伊野商事
エフ・アール・シー
大津コーポレーション
カイタックファミリー

九州運輸センター
クレスト
ケー・シー・シー商会
小竹正
サンエリート
サンロマン
新栄商会
成管工業
セムインターナショナル
セムマルマツ
大成ロテック
高千穂倉庫運輸
津田産業

ニコンインステック
西川リビング
西日本総合保険
ニッキー
日本ビソー
ノンノ
白元福岡支店
ヒデトレーディング
フォーサイト
福岡卸センター
福岡銀行
福岡流通輸送
フジメン

（敬称略）52社　127名

事 業 所 名
プロルート丸光
松浦通運
マルクニ運送
丸福商事
丸松セム
モード工芸社
百田工務店
ヤマエ久野
リックスプランニング
リブ
レイメイ藤井
侶丹
その他

献血結果の実績

献
血
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
企
業

　「自分らしくキラキラ生きる」をテーマとして、一度しかない人生を最
大限に輝かす方法をご講話頂きました。
　浦田氏の輝く笑顔と前向きな姿勢からは、心に響く沢山のメッセー
ジを受け取ることができました。

　去る1月20日（月）、4月の消費税Upを目前に、商工会議所のご協
力で谷和也税理士をお招きし、消費税転嫁対策セミナーを開催致しま
した。当日は福岡繊維卸㈿から9社12名、㈿福岡卸センターから8社
10名が参加し消費税について勉強し、今後の対策を考える一つの機
会と致しました。

さる1月23日（木）卸会館3階にて、「冬の献血」が行われました。
総計52社127名の方にご協力いただき誠にありがとうございました。

Ⅰ．日　時　平成26年2月6日（木）15：00～16：30
Ⅱ．場　所　卸センター会館3階　第3会議室
Ⅲ．講　師　2012年ロンドン・パラリンピックゴールボール女子
　　　　　　金メダリスト　浦田 理恵 氏

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



新入社員オリエンテーションのお知らせ 3・4月の主な組合行事予定

法律相談

理事会

法律相談

行事名 日　時

紹介者：合原 眞一 さん（㈱サンロマン）

紹介者：松内 義文 さん（小竹正㈱）

紹介者：豊田 明男 さん（㈱立花マテリアル）

ずいぶん昔に読んだ本です。人と
接するのが苦手な私は、この本で
何度か助けられました。人はなか
なか思うように動いてくれません
ね。

紹介者：生野 賢一郎 さん（福岡流通警備保障㈱）

とても良い本です。メンタルが弱
くて悩んでいましたが、これで4
打はスコアを改善でき……ました。

何となく知っているよ…がクリア
に！わかることの楽しさと、竹中先
生の聡明さに感動すら覚える本で
す。しかも、お手頃価格（＾-＾）v

本当に絞るべきムダとは何か？主人
公エイミーが直面する課題を一緒に
考えることによって、読者自身の新
たな思考の発見が出来る書籍です。

紹介者：桑島 光雄 さん（アドヴェンチャー㈱）

人間学を学ぶ月刊誌です。
一般書店では販売してませんが、
年間購読料12冊、￥10,000です。
心に迷いが生じた時、相談できる
人がいない時、人生の道案内にな
ります。

今月の本棚

人を動かす
出版社 
著　者

創元社
D・カーネギー

ザ・ベロシティ製造業・起死回生のシナリオ
出版社 
著　者

ダイヤモンド社
AGIゴールドラット・インスティチュート
ディー・ジェイコブ
スーザンバーグランド/ジェフ・コックス

致知
出版社 致知出版社（月刊誌）

（フリーダイヤル 0120-149-467）

新インナーゴルフ
出版社 
著　者

日刊スポーツ出版社
W.T.ガルウェイ

経済ってそういうこと
だったのか会議
出版社
著　者

日経ビジネス人文庫
佐藤雅彦、竹中平蔵

尚、14時00分からの記念講演は
一般社員の方もご参加できます。

平成26年度 新入社員
オリエンテーション

理事会

新入社員
ビジネスマナー研修

3月 4日（火）13：00～

3月14日（金）10：00～

4月 1 日（火）13：00～

4月 1 日（火）13：30～

4月11日（金）10：00～

4月 2 日（水） 3日（木）

　今年もRKBラジオでおなじみの「大野城まどかぴ
あ」館長 林田スマ氏に『社会人として第一歩！』～輝い
て生きるために～というテーマで新入社員の社会に対
する心構えを講演していただきます。ご期待下さい。

●日時　平成26年4月1日（火） 13：30 ～ 15：00
　　　　（新入社員オリエンテーション）
　　　　（林田スマ氏の記念講演は14：00 ～です）
●場所　卸センター会館3階　第3会議室
●内容　『社会人として第一歩！』～輝いて生きるために～
●講師　大野城まどかぴあ　館長　林田スマ氏
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