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セムインターナショナル㈱ 牟田 英樹さん

オロシアムFUKUOKAのホームページが

で見やすくなりました！
< URL → http：www.foc.or.jp/ >
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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

「経営トップセミナー」の第３回目のセミナーを㈱ラック代表取締役社長 柴山文夫氏をお招

きし、「業界不況の中、稼働率日本一を達成した会社の作り方」をテーマにご講演いただきま

した。

開催日時 ６月１８日(木)１８：００～１９：３０

内 容 「業界不況の中、稼働率日本一を達成した

会社の作り方」

講 師 ㈱ラック

代表取締役社長 柴山 文夫 氏

参 加 者 ２０社４５名

１.メリット 利用額から5％割引

（さらに期末割戻し1％）

２.協力企業 福交タクシーグループ

コクサイタクシーグループ
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【ご利用下さい】

組合ではタクシーチケットを取り扱っています。

受講者の印象に残った言葉

・勇気をもって、誰よりも早く違った事をやる

・心に思ったことは実現する

・神は超えられない試練は与えない

・成功の方程式＝能力×熱意×考え方

共 同 事 業 の ご 案 内

タクシー料金が5％割引！！
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組 合 員 企 業 か ら の お 知 ら せ

● 代表者交代
西日本バンドー株式会社 九州支社

（6月24日付）

まつお さとし

よしだ よしお

新任

代表取締役社長

松尾 聡

退任

顧問

吉田 良男

● 代表者交代
ナツアキ株式会社（7月1日付）

なつあき ただあき

取締役会長 夏秋 忠明

副会長 夏秋 忠和

代表取締役社長 夏秋 俊宏

専務取締役 夏秋 信孝

なつあき としひろ

なつあき ただかず

なつあき のぶたか

6月14日（日）に、福岡流通センター地域活性化部会主催による『ラブアースクリーンアップ

＆ブックリサイクル2015』が開催されました。当地域では今年で7回目の取組みで、32社から約

250名の皆さまに参加いただき、多々良川・多々良新川を含む流通センター地域周辺の清掃活動

を行ないました。

㈱アイル・ジャパン、㈱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、音伍繊維工業㈱、

カイタック㈱、九州団地倉庫、九州包装

機材工業㈱、興信㈱、小竹正㈱、三光

電業㈱、㈱サンロマン、商工中金、㈱ス

ギヤマ、セムインターナショナル㈱、セム

プランニング㈱、㈱立花マテリアル、津

田産業㈱、西日本シティ銀行、㈱博運

社、㈱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㈱、

舞松原不動産㈱、㈱百田工務店、㈱流

通自動車整備工場、㈱レイメイ藤井、（

協）福岡卸センター（50音順）

第7回 ラブアースクリーンアップ＆ブックリサイクル2015のご報告

また、初めての試みとして実施さ

れた“ブックリサイクル”には

350冊をお預かりして、多々良公

民館の“しろうお文庫（ミニ図書

館）”に寄贈することができまし

た。ありがとうございました。



株式会社ビルハード
TEL 092‐623‐3021 FAX 092‐623‐3028

株式会社クレスト 本社
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弊社はメンズカジュアルウェア

全般を製造・販売する企業です。

ベーシックでシンプルなウェアを

中心に、長く着て頂けるモノ作り

を目指しています。

《会 社 紹 介 》

週末は気分転換に楽器を吹いています。

年を重ねても楽しめる趣味を

これからも続けていこうと思います。

◆ 山本 大作 （Daisaku Yamamoto）

◆ 簑原 喬也 （Takaya Minohara）

週末は子どもがまだ小さいので公園に

行ったりし、家族奉仕して頑張ってます。
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㈱ ス ギ ヤ マ

杉山 秀彦
Hidehiko Sugiyama

私は東福岡安全運転管理協議会の副会長の役職を担っております。先日も北海道で飲酒運転事

故が発生し、一家5人全員が死傷されました。交通事故は、被害者のみならず加害者の方にも多

大な負荷を受ける事になります。その一例を読んで頂きます。

署長様、ご存知のように私の夫も死にました。そして相手の人も死にました。夫は自業自得で

ありましょうから如何ようにせめられてもしかたありません。でも、あとに残った私と子ども2
人にまでその責任があるのでしょうか。私に財産がたくさんあれば、ご遺族の方の気の済むよう

に弁償したいと思います。いくらお金をあげたからと言って亡くなられた人の命を元通りにする

ことは出来ませんが……。でも私には何もありません。それでも将来家をたてるために貯金して

いたお金が97万円程あったのでございます。それで私はこのお金とテレビ、冷蔵庫、洗濯機、洋

服タンス、時計、指輪、夫の洋服等も売りました代金23万円と合わせて120万円をお見舞金とし

まして、また夫の退職金をも全部差上げる条件でご遺族の家に持っていったのでございます。

ご遺族のご両親は「こんな少額では納得できないからもっとお金をだしなさい」と申します。

私はこのお金が私の全財産でございますからこれ以上のお金を調達することはできませんので幾

重にも私の事情を申し上げたのでございます。ご遺族のご両親は親戚回りをしても賠償金をだし

なさいともうします。でも、夫の親戚も私の親戚も決して余裕のある生活はしていませんのでぼ

う大な金額を調達することはとうてい出来ないのでございます。すると次は私に働いて毎月1万
円ずつ弁償しなさいと申します。私のような学歴もなく手職もない人間に何万もする給料を払っ

てくれるところがありましょうか。たとえ就職することが出来ましたところで、弁償金と家賃を

払ってしまうと生活費にまでまわすことは出来ないのでございます。

どうして親子3人生活すればよろしいのでしょうか。罪のない子どもたちと生活だけは近所の

子どもたちと同じようにしてあげたいと願うのは母として当然のことではないでしょうか。子ど

もたちは「お父さんはどうしたの」「なぜテレビがなくなったの」「テレビがみたい」とせがま

れます。子どもたちは今すやすやねむっております。これからお父さんのもとに行けるのも知ら

ずに！

署長さん、この小さな子どもの命をうばう母をばかな女とおよび下さい。でも、子どもを残し

たなら、あとの子どもたちの生活を考えるとあわれでなりません。親子3人でお父さんのもとに

まいります。ご遺族のご両親のおっしゃることは決してご無理なことではありません。私の夫さ

え、酒を飲まずに運転していたならば、決してご子息様を死なせずに済んだのでございます。私

と子ども2人の命とひきかえに夫の罪をおゆるし下さるよう、ご遺族のご両親様にはおとりはか

りくださいますようお願い申し上げます。

昭和45年6月、北海道日高管内Ｓ町の国道で、38歳の会社員が酒酔い運転で追越しをかけ、対

向車と正面衝突し相方とも死亡した。この酒酔い運転の家族は妻(32歳)と5歳及び3歳になる2人
の子供がおり、それまで明るい平和な生活をおくっていたが、この事故により一瞬にして幸せな

生活が崩れ去り、前途を悲嘆した妻は警察署長宛に遺書を残し、可愛い2人の子供を道連れに自

殺した。これはその時の遺書であります。



西日本バンドー㈱

浜﨑 時梅
Tokiume Hamasaki

糸は、パラゴン、ラージと

試してみましたが、私にはパ

ラゴンが手に合うようです。

号数は、10号、12号、14号

と試しましたが、糸さばき汎

用性から今は12号を使用して

います。先糸はシーガーＦＸ

Ｒ6号ハリスはシーガーＦＸ

Ｒ5号をそれぞれ3尋、合計6

尋出しています。深場であれ

ば、真鯛10ｋｇオーバーでも

ハリス切れの心配はしていま

せん。

潮巻沖90ｍ仕様
・パラゴン 12号
・ビシ 4Ｓ （3Ｓ）
・間隔 10ｃｍ～30ｃｍ
・数 約500個

今年は大鯛が結構キテマス

鯛テンヤでの釣果です。
潮巻沖、水深90ｍ 真鯛；84ｃｍ

潮の良い時はひとつテンヤに挑戦
しています。
60ｃｍ、70ｃｍ台はいくつかとり
ました。今はひとつテンヤで80ｃ
ｍＵＰが目標です。

ビシヨマのテンヤ釣り
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私の趣味の鯛釣りを紹介させて頂きます。釣りの道具といえば竿とリールが一般的かと
思いますが、私は「海老で鯛を釣る」シンプルなビシヨマのテンヤ仕掛という手釣りの道
具を使っています。

古臭い、取っ付き難いイメージのあるビシヨマのテンヤ釣りですがとても魅力的で奥深
い釣りと釣りの技術を磨いています。

ビシヨマ

ひとつテンヤ 鯛 テンヤ餌の生エビ



1. 開催日時 平成27年8月26日（水）18：00～20：00

2. 場 所 卸センター会館 第3会議室

3. 講 師 美容家 青柳 恵奈 氏

4. 参 加 費 無料

5. 締 切 平成27年8月21日（金）

6. 問 合 先 （協）福岡卸センター事務局（山中）

TEL 092-622-2711

ＦＦ20グループ企業“夏物現物市”開催報告

去る6月8日（月）・9日（火）の2日間“夏物現物市”を

開催いたしました。

今回は、特々賞JTB旅行券50,000円、特賞にJTB旅行券

20,000円ほか、空くじなしの現金と、ダブルチャンスとし

て空気清浄機を準備致しました。

ダブルチャンスは後日、抽選の結果、小郡市の

“(有)ジェイプラス様”が当選され、大変喜ばれました。

ご協力いただきました会員各社の皆様に感謝申し上げ、

ご報告と致します。有難うございました。

来店客数 284 店 売上金額 9,660万円 婦人既製服分科会 会長 金古嘉喜

美容セミナー「顔ヨガ講座」第二弾開催のご案内

素肌美を手に入れるための「実技」も取り入れ、充実した内容を講習して頂く予定です！

卓上用鏡（出来れば大きめのもの）と筆記用具を各自ご持参ください。

オロシアムFUKUOKA流通研究会“第185回例会”

“私の記憶が確かなら”今回の優勝は２度目の事だと思います。
当日は、八頭司理事長、満山社長、吉村常務取締役と御一緒で、

ラウンド中には満山社長のゴルフレッスンなども有り、楽しくラ
ウンドさせて頂いた結果の優勝だと感謝しております。
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優勝は ㈱藤秀 社長 瀬藤 和広氏

1.開催日 平成27年6月9日（火）
2.場 所 ザ・クラシックゴルフ俱楽部
3.参加者 15名

順位 氏名
スコア

OUT IN GROSS H・D NET

優 勝 瀬藤 和広 38 41 79 4.8 74.2

準優勝 満山 正明 46 44 90 15.6 74.4

第３位 白石 伸夫 43 47 90 15.6 74.4

第４位 八頭司 正典 48 50 98 22.8 75.2

第５位 生野 賢一郎 54 48 102 26.4 75.6

（敬称略）【個人成績表】 【特別賞】

ベストグロス賞 瀬藤 和広

ドラコン賞 白石 伸夫 梶木 政伸

ニアピン賞
八頭司 正典 瀬藤 和広（2）

梶木 政伸

これからも、この会が益々繁栄される事を願いつつ、自分自身もこの歴史有る会にふさわしい
ゴルファーになれるよう、また３回目４回目と優勝出来るよう日々精進して行きたいと思います
ので、今後共よろしくお願いします。



負けたって強くなれる。敗

者復活戦は必ずやってくる。

だから、逃げない、投げな

い、あきらめない。そんな

事を教えてくれる本です。

紹介者：今任 正浩 さん (セムグループ セラビ㈱)

我、弱き者ゆえに

出版社：東邦出版
著 者：八重樫東今月の本棚

8･9月の主な組合行事予定

行事名 日 時

8月4日（火）

13：00～

8月7日（金）

16：00～

8月26日（水）

18：00～

9月1日（火）

13：00～

9月9～10日

（水～木）

9月11日（金）

10：00～
理事会

法律相談

理事会

美容セミナー

法律相談

多々良中央中学校
職場体験学習

繊維部会“総会及び研修会”
1.日 時 平成27年7月10日（金）～11日（土）
2.場 所 別府 ホテル・エール
3.参加者 １１名

繊維部会では今年度の総会と研
修会を大分県別府市「ﾎﾃﾙ・ｴｰﾙ」
で繊維部会としては4年目となる持ち
出し総会を開催。総会では26年度
の事業・収支報告の後27年度の事
業計画・予算が承認され、総会終了
後の懇親会では別府の名物料理に
舌鼓を打ちつつ親睦を深めました。また、翌日には臼杵市を訪
れ“うすき海鮮朝市”の会場や“臼杵みなと市場”を視察しました。
今年参加できなかった繊維部会の皆様には是非、来年度のご
参加をよろしくお願い致します。

実写映像化より圧倒的に書

籍です。

紹介者：北尾 正喜さん (㈱ニコンインステック)

アルジャーノンに花束を

出版社：早川書房
著 者：ダニエル・キイス

お客様と接する際に、余計

な一言が大きく印象変わる

ことなど、自分自身の話し

方が実際にどうかを見つめ

直すことができた一冊。

紹介者：樋口 善行さん (音伍繊維工業㈱)

人を傷つける話し方、人に喜ばれる
話し方

出版社：ワック㈱
著 者：渋谷昌三

紹介者：佐藤 誠さん (㈱イノウエ)

海賊とよばれた男 上・下

出版社：講談社文庫
著 者：百田尚樹

私自身西から雨が降る姪浜

出身であるが、幼少期の山笠、

どんたく、路面電車、好きな

街好きな人が回想する博

多っ子純情溢れる作品です。

紹介者：山内 哲也さん (㈱クレスト)

まずは笑顔から

出版社：日本経済新聞出版社
著 者：錦山亭金太夫

投稿依頼を受け、真っ先

に思いついたのがこれ。

文庫化され、読んだ人も

多いと思うが、改めて読

むと再度考えさせられる。


