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第6回 多々良・流通・夏まつりのご報告
　さる7月26日（土）に従業員福利厚生・企業間親睦の開催主旨のもと実施いたしました『第
6回多々良・流通・夏まつり』は大きな事故もなく無事盛会に終えることができました。今回、
虹色ヴィーナス様には、ライブのほか司会進行を務めていただきました。例年好評の「お子
様参加ゲーム」「企業対抗ゲーム」「ビンゴ大会」を行い、参加者はもちろん会場全体が大いに
盛り上がりました。
たくさんのご協力・ご支援を賜り、誠にありがとうございました。
以下、当日の詳細をご報告いたします。

◇お子様参加ゲームに参加された企業様・・・ 7社

◇企業対抗ゲームに参加された企業様・・・・15社

㈱アルシュ
セムマルマツ㈱

音伍繊維工業㈱
フォーサイト㈱

小竹正㈱
丸松セム㈱

㈱サンロマン

小竹正㈱
セムインターナショナル㈱
フォーサイト㈱

㈱アビオス
小林運輸倉庫㈱
セムマルマツ㈱
㈱福岡銀行

㈱アルシュ
㈱サンロマン
㈱博運社
丸松セム㈱

㈱イシカワ
㈱シュテルン福岡
㈱ヒデトレーディング
㈱百田工務店

㈱アビオス
㈱石蔵商店
小竹正㈱
㈱シュテルン福岡
津田産業㈱
福岡流通警備保障㈱
㈱やまやコミュニケーションズ

◇ボランティアに協力いただいた企業様・・・27社117名

㈱アルシュ
㈱イノウエ
小林運輸倉庫㈱
㈱スギヤマ
㈱博運社
舞松原不動産㈱
㈱レイメイ藤井

㈱アルバーノ
音伍繊維工業㈱
㈱サンエリート
セムインターナショナル㈱
㈱ヒデトレーディング
丸松セム㈱
㈱流通自動車整備工場

㈱イシカワ
興信㈱
㈱サンロマン
セラビ㈱
フォーサイト㈱
㈱百田工務店

みなさん音楽に合わせてノリノリに♪

～BBQ会場風景～ 大人気の縁日・スーパーボールすくい チームワークが要の風船割り

オロシアム○×ゲームでは
何問正解できましたか？

～会場風景～
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25年7月
（前々回）

400ml
不採血（割合）
合計

26年7月
（今回）

26年1月
（前回）

110
18（14％）
128

113
14（11％）
127

114
15（12％）
129

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
カイタックファミリー
九州運輸センター
九州日新
九州機工
ケイ・エス・デー
興信
コトブキ
小竹正
佐川急便

サンロマン
JR九州セコム
ジャストタイム24
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
高千穂倉庫運輸
津田産業
藤秀

ニコンインステック
西川リビング
西日本バンドー
日本ビソー
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
プロルート丸光
宝章堂

丸福商事
丸松セム
メモス
百田工務店
ヤマエ久野
リックスプランニング
レイメイ藤井
和信産業
その他

事 業 所 名

49社　128名

経営者・経営幹部候補対象セミナー「経営トップセミナー」開催

さる7月16日（水）卸会館3階にて「夏の献血」が行われました。
総計49社128名の方にご協力いただき誠にありがとうございました。

当組合では、新たな取り組みとして「経営トップセミナー」を年3～ 4回（2年で6～ 8回）開
催する予定です。その第1回セミナーとして福岡大学経済学部教授、木下敏之氏をお招きし、
「アベノミクスの真実」をテーマにご講演いただきました。

・日本はアメリカの影響がいかに大きいかいろんな角度から分かった。
・人口が減っても経済に関係ない。
・「特区」等、決まったものに関しては活用する。
・GDPの日本と外国の比較。

開催日時　　7月18日（金）18：30 ～ 20：00 
内　　容　　「アベノミクスの真実」
　　　　　　　～成長戦略を読み解く～
　　　　　　　～福岡市の国家戦略特区
　　　　　　　　（雇用特区）について～
講　　師　　福岡大学 経済学部産業経済学科
教　　授　　木下 敏之 氏
参 加 者　　15社25名

受講者の印象に残った言葉



3

株式会社 森茂福岡支店
TEL092-622-3575　FAX092-622-3577

呉服総合卸業
京都呉服全般、全国織物、宝飾、洋品（個展のみ）

きもの伝統を守りつつ新たなキモノへの関心を願って

本社（京都）仕入先のご協力のもと小売店様と日夜企画し、

楽しみながら全国各地で販売会の『あすか苑（消費者展）』を催しています

中山 清博
歴史好き
趣味は、博物館めぐり・食べ歩きです

Kiyohiro Nakayama
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㈱サンエリート
平野　崇泰

Takahiro Hirano豊かさとは…

　自分の生き方、自分が豊かになるプラスαのお話、ゆとりの話を「マイオアシス」を通して投稿
という事で真っ先に思い出したのがこの文言、20 年程前に教えて頂いた文言なのですが、自分
自身大変感銘を受け先々心身ともにこういう生き方が出来ればなと思っていた次第です。
これは以前、弊社会長がお得意さま等へＤＭとして毎月提案していたキーワードの一説なんです。
営業の一環としてですが、商売人としてその時折の経済状況に応じ、元気、勇気、やる気を
出してもらおうと商売のヒント、生き方のヒントとして毎月内容を変え発送しておりました。
言葉の意味合い、言葉の力、言葉のくれる勇気、希望を一言一句、文字の形や大小まで検
討し作成投函まで結構な時間をかけておりました。読んで感じる事、人それぞれですが何事も前
向きに生きたいものです。

　実は最近気に入ったお店があるんです。
佐賀県の七山村にある「鮎の里」という小さな野菜の直売所なんですが、なんとなく雰囲気が
いいんです。伊都彩菜や道の駅も好きなんですが、そうなんとなく。
勝手な憶測ですが、家族経営みたいで看板娘のお姉ちゃんが味見役食べ方専門で妹さんが創
るの専門みたい。それを取り巻く地元のおじいちゃんにおばあちゃんが大事に育ててきた新鮮な野
菜を軽トラに乗っけて　～チャン　と声をかけながら納品している。じいちゃんばあちゃんは、値
札を貼るのが手いっぱいで味の品評はお姉ちゃんの手書きポップと心から美味しそうに話す言葉
の力。生産者の立場を交えながら野菜の品質を語り、消費者へは美味しく食べるレシピを教えて
くれる。心のこもった美味しいものを美味しくて嬉しいと感じながら食べていきたいですね。
知人の格言、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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と。身体にいいもの、近場の美味しいお店を探しまわっ
ている時が心豊かな時かな。

「多くを持たずとも不足を感じず、今あることに感謝のできる人」

「美味しいものを食べてる時に、怒った顔をして食べている人は一人もいない」
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第34回 福岡流通センターまつり
日時：平成26年11月23日（祝日）9：00～16：00

今年も流通センターまつりの開催に向け、準備しています。

第1回 フットサル大会開催について
　福岡流通センター地域活性化部会では、「健康増進と企業間交流」をテーマに、初の試
みとして「フットサル大会」を開催することとし、9月7日（日）の大会に向けて準備を進
めています。大会に参加される方のみならず、応援の皆様や、「今回は参加しないけど、
どんな様子だろう？」とお考えの方、どうぞ会場にお越しください、お待ちしております。

駐車場、シャトルバスについて

イベントについて

1．開 催 日　　平成26年9月7日（日）
2．時　　間　 ・集合受付開始　 9：30
　　　　　　　 ・開会式　　　　10：00
　　　　　　　 ・終了予定　　　15：00
3．会　　場　　ディノクラブ
　　　　　　　（インドア フットサル コート）
　　　　　　　 福岡市東区松島5丁目3-1

をこれまで以上に呼びかけるとともに、シャトルバスの新たな路線の新設を予定してい
ます。天神と粕屋町役場からのシャトルバスを候補地として検討しています。

　創価学会駐車場、筥崎宮駐車場の代替
地として千早駅前の公共施設用地、マリ
ンメッセ駐車場やアイランドシティの空
地など検討してきましたが、建設予定や
距離的に遠いなどの理由により確保でき
ませんでした。従って、公共機関の利用

　今年は多の津公園会場はありません。多の津公園会場で行ったプロレスと音楽イベン
トは、まつり会場内で確保し、開催を予定しています。
　メイン会場では、綾杉太鼓、若宮太鼓や多々良中学校吹奏楽部、福岡市消防音楽隊と
いったこれまでの常連組以外に、琉球古武道保存会による演武や大河ドラマ軍師官兵衛
にちなんで「ふくおか官兵衛くん」の出演を計画し、交渉しています。

今後、準備状況・詳細についてご報告いたします。

公共交通機関のご利用にご協力お願い致します
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FF20 「ディスプレー講習会 実践編」 開催報告

「法律相談」をご利用ください

婦人既製服分科会　会長　宮原茂直

会員企業従業員（その家族を含む）及び関係者（グループ企業・取引先〈メーカー・お得

意先様 等〉）、九州産業大学（写真映像学科、写真部の方はご遠慮ください）

なお、賞金の受け取りに事務局へ来局が可能な方に限らせていただきます

　当組合オロシアムFUKUOKAでは顧問弁護士と連携し、毎月第1火曜日の13時から当会館
会議室にて、無料法律相談を行っています。
　20分程を目安に日常の法律問題について、会員企業はもとより従業員の皆様にもご利用
いただけますので、ご利用の際は前日までに、事務局あて（TEL 622－2711）ご連絡下さい。

　2014年8月8日（金）、婦人既製服分科会（FF20）では2月
の講習に引き続き、㈲ビーナック　めの恵子先生をお迎え
して「2014ディスプレー講習会　実践編　VOL2」と題して、
実践形式による講習会を開催いたしました。
　今回は参加者を35名に絞り、2014 ～ 2015のトレンドを
踏まえながら実際の商品や什器を使っての講習となりまし
た。現場に活かせる内容となり、2時間半の講習は好評の
うちに終了しました。

フォトコンテスト第19回

メールアドレス　oroshi@mocha.ocn.ne.jp
テ ー マ

対 象 者

提出方法

締　　切

発　 　表

表 　　彰

審　 　査

お問合せ

フリー

・データ(メール可) または 写真

・応募点数は1名５点まで

平成26年10月31日（金）

オロシアム通信　平成27年2月号予定

最優秀賞（1点）　20,000円の商品券　　　優 秀 賞（1点）　10,000円の商品券

佳　　作（3点）　 5,000円の商品券　　　最終選考作品　 1,000円の商品券

web審査  詳細は10月に各組合員企業様へご連絡いたします

㈿福岡卸センター事務局　（長沢）　TEL622-2711

【応募上の注意】
・入賞作品の著作権は主催者に帰属します

・応募写真はご返却いたしませんのでご注意ください

・人物が写った写真は本人の了承を得てください

・過去の作品もご覧ください http://www.foc.or.jp

・作品にはタイトルをつけてください(全角10文字以内)

・ホームページへの掲載は先着順になります

フォトコンテスト
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9・10月の主な組合行事予定
行事名 日　時

紹介者：阿部 匡弘 さん（㈱サンロマン）

紹介者：菊地 儀和 さん（㈱イシカワ） 紹介者：山本 大作さん（㈱ビルハード）

「子どもがいるから、父になれる」 
シリアスなテーマながら学ぶこと
の多い作品です。 早いとこ「父親
像」を決めておこう…。

紹介者：永井 起夫さん（明石被服興業㈱）

ビジネスは日々、問題解決の連続
です。 本書は問題解決の手順と思
考スキルを整理したものです。

この本では話すだけでなく 相手
に伝えることの大切さや難しさを 
わかりやすく教えてくれます。

関西商法に学ぶ
商売繁盛のヒント
出版社 
著　者

TKC出版
中森勇人

問題解決
出版社 
著　者

英治出版
高田貴久　岩澤智之

伝える力
出版社 
著　者

PHPビジネス新書
池上彰

そして父になる
出版社 
著　者

宝島社
是枝裕和　佐野晶

今月の本棚

　繊維部会では今年度の総会と
研修会を佐賀県嬉野温泉「大正
屋」で開催いたしました。繊維
部会としては3回目の持ち出し
総会で、総会終了後の懇親会で
はさらに親睦を深めました。ま
た、翌日には、図書館の新しい
形と言われる武雄市立図書館（営業9時～ 21時・年中
無休）を訪れ、武雄神社大楠前にてスターバックスと
蔦屋書店が併設される様子を視察しました。
　今年度参加できなかった繊維部会の皆様には是非、
来年は参加いただきますよう宜しくお願いいたします。

10月10日（金）
　10：00 ～

9月2日（火）
　13：00 ～

9月1日～ 2日
　（月・火）

9月7日（日）
　 9：30 ～
9月9 ～ 11日
　（火～木）
9月11日（木）
　10：00 ～
10月7日（火）
　13：00 ～

秋のファッションまつり
（FF20）

法律相談

第1回フットサル大会
（福岡流通センター地域活性化部会）

多 良々中央中学校
職場体験学習

理事会

法律相談

理事会

繊維部会“総会及び研修会”
1．日　時　　平成26年7月4日（金）～ 5日（土）
2．場　所　　佐賀　嬉野温泉　「大正屋」
3．参加者　　12名

関西商人が大切にしてきた 考え
方や価値観を尊重しつつ、それぞ
れの商法を 筆者がネーミングし
て分類しています。 新しい経営の
ヒントです。
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