
第20回フォトコンテスト 佳 作
「江の島のクラゲの美しさ」
㈱イシカワ 菊地 儀和さん

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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さる7月25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7

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。

例年好評の「企業対抗ゲーム」「ビンゴ大会」に加えて、ダンス＆ボーカルユニットの

BlayZE（ブレイズ）による華麗なパフォーマンスやQPサックスによる生演奏が行なわれ、会場

は大いに盛り上がりました。

なお、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。

第7回 多々良・流通・夏まつりのご報告

㈱アビオス ㈱アルシュ ㈱イシカワ ㈱サンロマン 

セムインターナショナル㈱ セムマルマツ㈱ ㈱ヒデトレーディング フォーサイト㈱ 

㈱百田工務店 ㈱博運社 ㈱福岡銀行  

 

㈱アビオス ㈱アルシュ ㈱イシカワ ㈱イノウエ 

音伍繊維工業㈱ 九州包装機材工業㈱ 興信㈱ 小竹正㈱ 

㈱サンロマン ㈱スギヤマ セムインターナショナル㈱ セムマルマツ㈱ 

津田産業㈱ ㈱ヒデトレーディング フォーサイト㈱ 福岡流通警備保障㈱ 

舞松原不動産㈱ 丸松セム㈱ ㈱百田工務店 ㈱レイメイ藤井 

㈱流通自動車整備工場    

 

◇ボランティアに協力いただいた企業様・・・21社107名

◇企業対抗ゲームに参加された企業様・・・・11社

ｸ゙ ﾙー ﾋ゙ ｰなｻｯｸｽの音色（QPｻｯｸｽ） 歌やダンスで大盛況（BlayZE） メイン会場の様子

勝敗が決まる 風船割り 早押しが肝心のｵﾛｼｱﾑｸｲｽ゙ ！ 大人気の縁日イベント♪

◇会場提供に協力いただいた企業様（駐車場移動含む）・・・ 14社

㈱アルシュ ㈱明石ｽｸｰﾙﾕﾆﾌｫｰﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ カイタック㈱ 津田産業㈱ 

フジメン㈱ ㈱古荘本店 ㈱侶丹 和信産業㈱ 

商工中金 ㈱ジャストタイム 24 ㈱クリーンサービス クイジーヌ・タノツ 

秀鳳㈱ ㈲パ・シェール   

 



さる7月16日（木）卸会館3階にて

「夏の献血」が行われました。総計45

社111名の方にご協力いただき誠にあり

がとうございました。

第35回 福岡流通センターまつり

ＪＲ吉塚駅、ＪＲ千早駅、天神日銀前、粕屋町役場
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日時：平成27年11月23日（祝日）9：00～16：00

無料シャトルバスについて

来場者用駐車場

九州団地倉庫駐車場 ※有料：1,000円／1台

イベントについて

昨年出演された団体を中心に検討しています。
また、特別企画として下記イベントを予定しています。

公共交通機関の
ご利用にご協力
お願い致します

＜自転車シミュレーターを使った安全講習会＞

福岡県東警察署と東福岡自動車学校の共同企

画で、ゲーム感覚で交通ルールやマナーを学び

、危険予測力を体験できる5～10分程度の安全

講習会を開催します。

＜九州産業大学生の自主企画によるイベント＞

まつり会場の一角で、大学生がアイデアと英

知を絞ったイベントを開催します。

27年7月 27年1月 26年7月

（今回） （前回） （前々回）

合計 111名 91名 128名

400ml 93名 80名 110名

不採血
（割合）

18名
（16％）

11名
（12％）

18名
（14％）

献血結果の実績

FF20「ディスプレイ講習会 (卸専門編)」開催報告
2015年8月7日(金)、婦人既製服分科会(FF20)では毎年

恒例になりました「ディスプレイ講習会」を開催いたし

ました。

今年も(有)ビーナック めの恵子先生をお招きし例年

とは少し違った「卸専門向け」という講習をさせて頂き

ました。参加者は8企業、30名で講義と実践を交えた講習

会になり「お客様が分かりやすいディスプレイ」を各

ブースで考え実践・体験する事で、各参加者の方はすぐ

にでも活用出来るのではないかと思います。

婦人既製服分科会 会長 金古嘉喜

今後の「ディスプレイ講習会」も現場を活かす講習会にしたいと思っております。

㈱明石ｽｸｰﾙﾕﾆﾌｫｰﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ 助野㈱ ㈱百田工務店 ㈱宝章堂

㈱アビオス ㈱タムラ ㈱レイメイ藤井 マルクニ運送㈱

㈱アルシュ 津田産業㈱ ㈱侶丹 丸福商事

㈱イシカワ ㈱藤秀 ㈱アイル・ジャパン ヤマエ久野

㈱石蔵商店 ㈱トライアルカンパニー セムインターナショナル㈱ リックスプランニング

㈱イノウエ ㈱ニコンインステック セムプランニング㈱ イコーハウス

音伍繊維工業㈱ 西川リビング㈱ セムマルマツ㈱ ㈱九装

㈱クレスト ㈱ヒデトレーディング セラビ㈱ 西日本総合保険

㈱ケイ・エス・デー フォーサイト㈱ ㈱エフ・アール・シー 堀田丸正㈱

興信㈱ ㈱プロルート丸光 ㈱九州日新 松浦通運

㈱サンロマン 丸松セム㈱ 高千穂倉庫運輸㈱ （協）福岡卸センター

献 血 に ご 協 力 頂 い た 企 業

45社111名



フォーサイト株式会社
TEL 092‐623‐0700（代） FAX  092‐623‐0888
http://www.foresight‐inc.jp/m/

3

私たちの会社を紹介します。

フォーサイト株式会社は創業昭和34年の歴史ある企業です。

「美しさを内面から引き出す、個性豊かなスタイルを提案したい」

を理念に日々努力を積み重ねております。

今は営業の先輩方に同伴させて頂き、必要なことを教わっています。
今後は多くのチャンスを貰えると思うので、失敗を恐れず挑戦していきます！

営 業 一ノ瀬 直人
Naoto Ichinose

《新入社員一言》

３月から入社して早半年が経ちました。少しずつ慣れてきて、少しずつ一人で出来る
仕事も増えてきました。まだまだ不安も多く困難もありますが、前を向いて頑張って
いきます！

営業事務 江頭 佳子
Kako Egashira

まだまだわからないことはたくさんありますが、与えられた仕事を一つ一つ完璧に覚
えて早く１人前になれるよう努力します！

経 理 三浦 慎也
Shinya Miura

《会 社 紹 介》

売
り
場



福 岡 流 通 セ ン タ ー 地 域 活 性 化 部 会

今回は、参加メンバー 森川 剛さん（㈱アルバーノ）、奥田 茂宣さん（㈱流通自動車整備工場）から

それぞれの会社についてご紹介いただきます。

株式会社アルバーノ

TEL:092-957-7700 FAX:092-957-7701
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株式会社流通自動車整備工場

TEL：092-611-2737 FAX：092-611-2738

http://alberno.co.jp

弊社、㈱アルバーノは今年で創業２５年目

になります。

大手・地方量販店内にてミセス服のショッ

プを現在１２０店舗ほど運営しております。

北陸・東海～九州まで広範囲でのショップ展

開でそれぞれの地域特性や気候などを考えな

がらの品揃えで、その地区ごとで愛される店

作りを平均年齢６０歳を超えた販売員さんと

共に作り上げて喜びを感じながらの仕事です。

現在、アバンギャルドとピノアルバーノと

いう２つの屋号で展開しております。

私自身は、各地の特産物や名物料理を美味し

いお酒と共に楽しむのもいい仕事するための

カンフル剤として、店舗巡回しております。

創業当初は、卸会館すぐそばで営業しており

ました。現在はイオンモールルクルそばで営

んでおります。

ホームページも覗いてみてください！

弊社、㈱流通自動車整備工場は、国土交通

省指定整備工場です。

親切・丁寧かつ、高い技術力でお客様のお車

の修理を行なっております。

弊社は、自動車の整備・修理・鈑金・塗装、

自動車保険・火災・損害保険の扱い、各種新

車、中古車買取・販売、車両リース等々を業

務と致しておりますので、自動車及び保険の

ことは、何なりとお申し付けください。



私と「ものづくり」
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「ものづくり」、好きですか？

私は不器用だから苦手…という人がいます。また、「ものづく

り」というと、職人さんがするものと思い浮かべるかも知れま

せん。ですが、作りたいという気持ちがあれば得意不得意関係

なく、誰でも出来ることだと思います。

実際、私たちは日々「ものづくり」しながら生活していると

思います。

料理をするのも、出かける前に洋服をコーディネートするのも、

今日一日何をしようかと計画を立てるのも、ある意味「ものづ

くり」ではないでしょうか？

わたしは小さい頃から絵を描いたり、周辺にあるものを組み

合わせて、何かを作ったりすることが大好きでした。「面白い

ものを作ろう！」といろんなものを作っては家に飾ったり、家

族にプレゼントしていました。

作る物を決め、頭の中でイメージしたものを形にするのはと

ても楽しいことで、思うように表現できない時でも、どうやっ

たら出来るか考え、工夫しながらやるところが面白いと思いま

す。

逆に、作る物が決まってなく、ゼロから何かを生みだすもの

づくりもまた面白いものです。何もアイデアが浮かばないとき、

とにかく手を動かしてみます。そうやっているうちに、「ポ

ンッ」と思いもしなかったものが手の中で生まれるときがあり

ます。そのひらめきの瞬間に面白さを感じます。楽しんでやる

ことでより良いアイデアを生み出すことが出来ると思っていま

す。

現在は工務店で、「もの（家）づくり」を仕事にしています。

仕事としての家づくりは、責任が重く、お客様の暮らしを真剣

に考えながら進めていくのでとても大変です。子供の時の様に

自由に、という訳にはいきません。法律や条件を守りながら、

お客様を第一に考えなければいけません。しかし、私たちが一

生懸命考えて提案したものが、お客様に喜ばれた時は、なによ

り嬉しく、やりがいを感じます。

家づくりは大変な仕事ですが、心の奥には小さい頃の楽しむ

心と、何でもやってみるという精神を忘れず、仕事に取り組ん

でいきます!

㈱百田工務店 住宅部

鎌田 千恵

Chie Kamada
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流通センター南で36年親しまれてきた、レストラン喫茶 枝が松島でリニューアルオープンしました。
お一人様でも、気軽に、リーズナブルな価格でご利用頂けるお店です。

各種パーティーも御予約承ります。
どうぞ一度御来店ください。

▲夜もガッツリお食事？
それとも美味しいお酒とおつまみ？

季節限定メ
ニューもあ
ります

生ハムとト
マトの冷製
パスタ

￥700

▶

チキンカツ
ランチ

￥700
◀

● ランチ
日替ランチ･････････････････････￥730
チキンカツランチ･･･････････････￥700

● ディナー
スパゲティセット･･･････････････￥880～
ハンバーグセット･･･････････････￥1100
スペアリブのオーブン焼き･･･････￥680
○ お酒やおつまみも充実！！

おすすめメニュー

☎ 092‐260‐7723洋風食堂 枝

価格は全て税込み



9・10月の主な組合行事予定

行事名 日 時

9月1日(火)

13：00～

9月9 ～ 10日

（水～木）

9月11日(金)

9：30～

10月6日(火)

13：00～

10月9日(金)

9：30～

10月25日(日)
第2回フットサル大会

（福岡流通センター

地域活性化部会）

法律相談

多々良中央中学
校職場体験学習

理事会

法律相談

理事会

メールアドレス :  oroshi@mocha.ocn.ne.jp

フリー

①所属先名②氏名③タイトル（全角10文字以内）を

ご記入の上、データ（メール可）または写真をご提出

ください。応募点数は1名5点まで。

会員企業従業員（その家族を含む）及び関係者

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）

※賞金の受け取りに事務局へ来局が可能な方に限らせて頂きます。

最優秀賞（1点） 20,000円の商品券 ほか

平成27年10月31日（土）まで

「道を開く」ためのきっか

けを与えてくれる本で、何

度でも読み返したくなるの

で読んでみてください。

紹介者：三浦 慎也 さん (フォーサイト㈱)

道をひらく

出版社：PHP研究所
著 者：松下幸之助今月の本棚

突き付けられた無理難題。
金無し・人無し・時間無し
の弱小藩。藩主と家臣が智
恵とチームワークで切り抜
ける痛快時代劇！後味にん
まり。

紹介者：田村 雅弘さん (㈱タムラ)

超高速！参勤交代

出版社：講談社文庫
著 者：土橋章宏

各地の少年院を慰問し、

行っているゴルゴ松本の

「命の授業」が一冊の本に

なりました。おすすめ！

紹介者：蔵渕 正勝さん (福岡流通警備保障㈱)

あっ！命の授業

出版社：廣済堂出版
著 者：ゴルゴ松本

紹介者：池田 加奈子さん (カイタック㈱)

マザー・テレサ 愛のことば

出版社：女子パウロ会・精興社
著 者：三嶋邇子 いもとようこ（絵）

手に取るのも億劫になるよう

な分厚い本ですが、読み始

めると物語に引き込まれ、時

間を忘れてしまう程でした。

紹介者：西田 健治さん (㈱アビオス)

教団 Ｘ

出版社：集英社
著 者：中村文則

子ども向けの絵本なので、
字が少なくすぐ読み終えら
れます。「あなたの大切な
人の幸せを祈りましょう」
それで平和になれますよう
に。

テ - マ

提出方法

締 切

対 象 者

表 彰

【応募上の注意】
・入賞作品の著作権は主催者に帰属します

・人物が写った写真は本人の了承を得てください

・応募写真はご返却いたしませんのでご注意ください


