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個人の部 ハイゲーム賞

団体の部 優勝 3班

第25回 ボウリング大会 開催報告

Ⅰ．日　時　平成 27年 1月 25日（日）9：30～ 12：30
Ⅱ．場　所　パピオボウル
Ⅲ．出場者　21社 115 名

◆男性の部 優勝　大熊 正雄　㈱ニコンインステック
◆女性の部 優勝　石井 美智子　小竹正㈱

◆男性の部　大熊 正雄　㈱ニコンインステック
◆女性の部　藤原 祐美子　㈱レイメイ藤井

　当組合主催の第 25 回ボウリング大会は、115 名の選手と応援
に来られた社員・ご家族の方々が集まり、盛大に開催されました。
　開会式では、百田副理事長よりご挨拶いただき、百田副理事長・
石河理事の 2 名による始球式の後、ゲームがスタートしました。
ストライクやスペアが出るたびに歓声がわき、楽しいひと時を過ごしました。ご参加頂いた皆様、
運営に協力頂いた会員交流委員会の皆様、ありがとうございました。
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大熊　正雄
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男性の部
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小竹正㈱
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石井　美智子

田中　美紗

大庭　もも

優　勝

準優勝

第三位

氏　名順　位

女性の部（1ゲームにHDCP25点加算）

■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
小林　浩人

円尾　亮太

中村　勇貴

清水　陽子

吉田　妙子

㈱クライミング

カイタック㈱

㈱サンロマン

㈱レイメイ藤井

㈱レイメイ藤井

成績表
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㈱Ｉ・Ｐ
明石被服興業㈱
㈱アステム
㈱アビオス
㈱アルシュ
㈱イシカワ
㈱石蔵商店
㈱イノウエ
㈱エフ・アール・シー
カイタック㈱
カレッジ福岡
㈱九州日新
㈱クレスト

㈱ケイ・エス・デー
㈱サンロマン
㈱スウィング
セムインターナショナル㈱
セムプランニング㈱
セムマルマツ㈱
高千穂倉庫運輸㈱
㈱タムラ
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㈱

日本通運㈱
㈱ノンノ
㈱パラマ・テック
㈱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
マルクニ運送㈱
丸松セム㈱
㈱百田工務店
リックスプランニング
㈱レイメイ藤井
㈱侶丹

39社　91名

事 業 所 名 事 業 所 名事 業 所 名
　さる 1 月 22 日（木）卸会館 3
階にて、「冬季献血」が行われま
した。今回は、風邪・インフルエ
ンザの流行、さらには朝からの雷
雨にもかかわらず、総計 39 社 91
名の方にご協力いただき誠にあり
がとうございました。

80名
11名（12％）
91名

110名
18名（14％）
128名

26年1月
（前々回）

400ml
不採血（割合）
合計

27年1月
（今回）

26年7月
（前回）

113名
14名（11％）
127名

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

団体優勝　第3班 ㈱サンロマン　中村　勇貴
　この度、初めてボウリング大会に参加させて頂きました。私自身、ボウリングが
大の苦手で、案の定散々な結果。このような優勝のお言葉を書かせて頂いている事
が本当に不思議な気持ちであり、尚且つ、班の皆さんには頭が上がりません。この
場をお借りして感謝の気持ちを述べさせて頂きたいと思います。本当にありがとう
ございました！
　改めてボウリング大会を振り返りますと、皆さん一喜一憂して楽しまれていて、
とても暖かい雰囲気に満ち溢れておりました。参加して良かった、また次回も参加
させて頂けると良いな。と、そうしみじみと思える素晴らしい大会でございました。
このような最高な企画を遂行して頂いた事務局の皆様、ありがとうございました。

小竹正㈱　石井　美智子個人優勝【女性の部】
　『うれしいお年玉。今年もありがとうございます！』思いがけない団体準優勝＆
個人優勝のダブル受賞に、一番驚いているのは私自身です。景品数の多さもうれし
いですね。つい欲が出てしまいます。笑
　皆さんと和気あいあいと楽しい時間を過ごせて、ご一緒したメンバーの皆様と企
画運営に携わって頂いている方々へ感謝するとともに、この楽しい組合イベントに、
もっと小竹正社員の参加が増えるように来年は、社内でも PR していきたいと思い
ます。ありがとうございました！

㈱ニコンインステック　大熊　正雄個人優勝【男性の部】
　毎年のことですが、事務局を始めとする企画・運営に携わっていらっしゃる皆様へ、
今年も参加された皆さんが楽しく・熱くプレーできたことに深く御礼申し上げます。
私は、毎年このボウリング大会に参加するのを楽しみにしており、今年も参加でき
るだけで嬉しかったのですが、更に思いもよらぬ結果が付いてきました。
　13 班のチームワークがとても良く、チームの皆さんの応援が力となり、良い結
果に繋がったのだと思います！チームの皆さんも、どうも有り難うございました。
また来年も楽しみにしております。
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〒813-0034　福岡市東区多の津4-6-18
イージーオーダースーツ、ユニホーム販売

音伍繊維工業株式会社
Tel：092-622-3381　Fax：092-622-3385

　当社の従業員は個性豊かな人が多いので、い
つも明るく、そして厳しく成長する事が出来て
います。休日には家族ぐるみで集まり、お酒を
飲んだりスポーツをしたり…。
　左記写真はフットサル大会に出場した時の写
真です。
ぼろ負けをしたので、ただいま特訓中です! !

国内工場で縫製するイージーオーダースーツの製造販売業と、事務服・制服・作業
服など、ビジネスシーンで必要な衣料全般の販売業の２つの事業をメインに、法人・
個人向けに販売致しております。

　弊社は、スーツ業界では珍しい「訪問採寸」
での販売を展開し、お客様からご都合のいい
日時場所のご連絡を頂いた後、フィッターが
オフィスやご自宅等どこへでもお伺いし、常
時300柄以上取り揃えた生地の中から、お客
様の嗜好を加え、あなただけの特別な１着を
提供しております。
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新しい賛助会員様のご紹介

平成26年度 博多女子高校企業実習を終えて

E-mail：info@pascher.co.jp
業　種：輸入雑貨卸売
従業員：（本社）13名／（支店） 8名
設　立：2000年9月25日
資本金：300万円

　ヨーロッパ・アメリカより海外ブランド品を中心に自社買付、輸入をしております。現地在住スタッフもいますので、
より最新の情報を共にトレンド商品の提案をしてまいります。

社　名：有限会社パ・シェール　多の津支店
代表者名：千々輪 好孝
所在地：（本社）福岡市中央区薬院2-14-16 Senビル4階
　　　：（支店）福岡市東区多の津1-7-1卸センター会館4階
ＴＥＬ：（本社）092-712-7567 ／（支店）092-260-9400
ＦＡＸ：（本社）092-781-0354 ／（支店）092-260-9401

会社紹介

受入企業に対するアンケート結果

実習生感想文

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
75％

どちらとも
言えない
19％

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

6％ 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

指導する若手社員の成長

0 2 4 6 8 10

職場の活性化を促す

企業のイメージアップ

商品開発の参考

将来的な人材確保

その他

　平成26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。
16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 ヶ月間ありがとうございました。最初は初めてのことで分からなかったり戸惑うこともありました
が皆さんが優しく丁寧に指導してくださったおかげで最後までやりとげることができました。

　　企業実習では学校では学べないことをたくさん学ばせていただきました。普段手にしている書類やパ
ンフレットなども誰かが一つ一つ手作業で作っているんだなと思ったし、その大変さも分かりました。
書類をセットにしたりする時、私は不器用で綺麗にできなかったりと失敗することもありましたが回数
を重ねることで作業にもなれ丁寧にできるようになったと思います。

　　企業実習で学んだことをこれからに役立てていこうと思います。本当にありがとうございました。

●　私は貴社で約半年働かせていただき、たくさんのことを学ぶことが出来ました。私は少し人見知りな
所があり、そのことで人とうまくコミュニケーションをとることができませんでした。ですので、実際
に企業の皆さんとお話をしたり、働くことで、少しでも変わることを目標として、半年間働かせていた
だきました。

　　実習の最初のころは皆さんに迷惑をかけてしまうことも多く、また、慣れないことが多く、作業に時
間がかかってしまうことが多くありました。ですが、みなさん優しく私に声を掛けていただき、楽しく
作業を進めることが出来ました。

　　また、実習が終わるたびに、私の学校の話を聞いてもらったり、みなさんの家族のお話をしたのを憶
えています。いつも皆さんに「学校がんばってね。」などと応援していただき、本当に楽しい時間を過ご
すことができました。半年間と言う短い間でしたが、本当にたくさんの貴重な経験をさせていただき、
ありがとうございました。貴社で学んだことを、残り少ない学校生活で活かし、また、専門学校に進学して、
周りの人とうまくコミュニケーションをとれるよう、いかしていきます。ありがとうございました。
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H a r v e s t  2 0 1 5 . 3 v o l . 4 5 2

経営者・経営幹部候補対象セミナー 「経営トップセミナー」開催のご報告

「流通コン2015」開催のご報告
～Darts 2015 Party Fashionable adult night wraps you.～

　当組合での新たな取り組み「経営トップセミナー」の第2回目のセミナーを㈱アパマン
ショップホールディングス代表取締役社長の大村浩次氏をお招きし、「福岡から日本経済再
生する」をテーマにご講演いただきました。

開催日時　　1月20日（火）17：00 ～ 18：00 
内　　容　　「福岡から日本経済再生する」
講　　師　　㈱アパマンショップホールディングス
　　　　　　代表取締役社長　大村 浩次　氏
参 加 者　　13社45名

　福岡流通センター地域活性化部会主催の『第３回 流通コン』が、2月6日（金）ダーツバー
Bee天神にて開催されました。
　『福岡流通センターに関りがある方々』を対象に交流・親睦を深めるパーティに、過去２回
を上回る88名の方が参加されました。会場
のあちらこちらで、スマホを「フルフル」…と
ても朗らかな雰囲気が印象的でした。

・ユニット経営を詳しく勉強したい。
・5つのブランドより1つの強いブランドを作る。
・夢の大きさに感動しました。人の為、
地球の為に力を出し切っている人に感動。
・時間をかけても情報の共有化
・情報共有と報連相が大事

受講者の印象に残った言葉

「流通コン2015」開催のご報告
～Darts 2015 Party Fashionable adult night wraps you.～



新入社員オリエンテーションのご案内 ３・４月の主な組合行事予定

FF20「ディスプレー講習　実践編」開催

紹介者：和田 一夫 さん（㈱サンロマン）

紹介者：井上 勝雄 さん（㈱ケイ・エス・デー）

エッセイに加え、短編も推理小説
も秀逸な作家だと思います。

紹介者：中山 清博 さん（㈱森茂）

“いま”読んで欲しい本です。

センスは生まれついたものではな
く、 あらゆる分野の知識を蓄積す
ることで向上する

紹介者：吉本 直也 さん（㈱古荘本店）

100年前にマチュピチュを発見
したビンガム博士。 インディー
ジョーンズのモデルとされる彼の
足跡をたどる物語です。

堕落論
出版社 
著　者

集英社 他
坂口安吾

マチュピチュ探検記
天空都市の謎を解く
出版社 
著　者

青土社
マーク・アダムス

ぼくらの真実
出版社 
著　者

扶桑社
青山繁晴

センスは知識からはじまる
出版社 
著　者

朝日新聞出版
水野学

行事名 日　時
3月 3 日（火）13：00～
3月13日（金）10：00～

法律相談
理事会

今月の本棚

法律相談
理事会

平成27年度 新入社員
ビジネスマナー研修会

●日　時　平成27年4月1日（火）
　　　　　13：30～14：00 新入社員オリエンテーション
　　　　　14：00～15：00 林田スマ氏 記念講演
●場　所　卸センター会館3階　第3会議室
●講　師　大野城まどかぴあ　館長 林田スマ氏
●テーマ　『新入社員に求められるものとは…』
　　　　　～明るく元気に爽やかに！力をつけて第一歩～

4月 7 日（火）13：00～
4月10日（金）10：00～

4月 2 日（木）10：00～
　 3 日（金）10：00～

4月 1 日（水）13：30～平成27年度 新入社員
オリエンテーション

尚、14時00分からの記念講演は

一般社員の方もご参加頂けます。

　2015年2月6日（金）、婦人既製服分科会（FF20）では8月の講習に引き続き、
㈲ビーナック　めの恵子先生による講習を開催いたしました。今回は初参加
の方も多く、前半にディスプレーの基礎を学び、後半では実践形式で動きの
ある講習となりました。
約3時間に及ぶ講習も、現場に活かせる身の有るものになりました。

婦人既製服分科会 会長　宮原茂直
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