
第20回フォトコンテスト

「富士山ベストスポット」
㈱イシカワ 波戸 雅文さん

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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第35回福岡流通センターまつり
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開催日 平成27年11月23日（月・祝日）
●開催時間 9：00～16：00 雨天決行

（ワゴンセール会場の販売開始時間は8：00から）

●共 催 福岡市

●後 援 粕屋町

●協 賛 多々良校区、若宮校区、松島校区の各自治協議会

美容セミナー「顔ヨガ講座」のご報告

研修委員会では今年度も女子社員向け美容セミナーを

開催いたしました。美しい青柳先生の「顔ヨガ」に参加

のみなさんも鏡とにらめっこしながらの実践で、あっと

いう間の２時間でした。

●日 時 平成27年8月26日（水）18:00～20:00

●場 所 卸センター会館 第3会議室

●テーマ 顔ヨガ講座

●講 師 美容家 青柳恵奈氏

●受講者 9社25名

受講者の声

・とても楽しい時間でした。お肌は、心ともつながっていると感じました。

・顔の筋肉１つ１つを意識して動かす事が日常全くないので、良い機会だった。

終えて顔が若返ったように思います。

・まだ、「老け、たるみ」に対してイシキをしていなかったが、今のうちから予防することで将

来も明るく生活できるという事を思いました。

■ メイン会場（卸会館裏駐車場）

■ ミュージック会場（第1号駐車場）

FMC音楽連盟の皆さまが、今年も野外ライブで盛り上げます。

■ プロレス会場（㈱パラマ・テック様駐車場）

九州産業大学プロレス研究部の部員による、学生ならではのお笑いの試合から、飛んだり

跳ねたりする試合など、熱く激しい試合が会場を沸かせます。

※ ご来場をお考えのみなさまへ（お願い）

公共交通機関または無料シャトルバスをご利用ください

来場者用駐車場が大変不足しております。

・無料シャトルバス：JR吉塚駅、JR千早駅、天神日銀前、粕屋町役場

・来場者用駐車場 ：九州団地倉庫駐車場（1,000円／1台）

若宮太鼓による太鼓演奏、福岡市消防音楽隊、多々良保育園の園児による遊戯、

多々良中学校吹奏楽部、ファンキービートなど今年も盛りだくさん。



中間管理職セミナー開催のご案内
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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）、関係者及び九州産業大学（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

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

・入賞後、所属名・氏名・タイトルがホームページ等に掲載されますこと予めご了承ください

1. 開催日時 平成２７年１０月２２日（木）
１８：３０～２０：００

2. 場 所 卸センター会館 第3会議室
3. テ ー マ “成功店がやっているお客さんを増やす１０ヶ条”

4. 講 師 経営コンサルタント 竹内 謙礼氏

たけうち けんれい

9月8・9日（火・水）の両日、オロシアムFUKUOKA理事メン

バーは先進地視察のため、協同組合札幌総合卸センターを訪問、

札幌総合卸センター守理事長様より団地再整備の取り組みにつ

いて詳しくお話を伺う事ができました。

協同組合札幌総合卸センター視察研修のご報告



カイタック株式会社
TEL 092‐622‐2572 FAX  092‐622‐2575
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新しいファッション・ムーブメントを創造する。

カイタックグループは、ファッションの魅力をさまざまなライフ
ステージに提案するクリエイティブ企業群。グループの基盤を構成
するのは3社。
マーケットリーダーとして、グループの中心的な役割を果たし、ア
パレル化や海外進出事業、さらにテキスタイルの専門商社として多
彩な活動を展開する㈱カイタックトレーディング。
ナイトウエアの提案で国内No1.シェアを誇る㈱カイタックファミリ
ーと、ジーンズカジュアル・メーカーとして急成長を続ける㈱カイ
タックインターナショナル。
製造から卸、小売に至る流通をトータルにネットワークすることで
、アパレルのメーカー機能と商社機能の融合を図りながら、新しい
ファッション・ムーブメントを創出しています。今後はSPA化を加
速させます。

《会 社 紹 介》
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株式会社サンロマン

奥本 匡志
Masashi Okumoto

基本的に無趣味なもので、仕事から帰ってちょっとした時間にぼーっとネットサーフィンを

やることがよくあります。特になにも考えずにやっているのですが、気がついたら辿り着いて

いるのが『スポーツ選手 名言集』。

幼稚園から高校三年生までの13年間野球をやってきたこともあり、スポーツは身近なものと

して生きてきました。本気でプロ野球選手を目指した時期もあり（笑）本気でスポーツをやっ

てきた人間が味わえる感動というか、心震わされるような感覚は、味わった事があります。

それでいつも行きつくのがこの『スポーツ選手 名言集』

夜な夜なプロスポーツ選手の言葉を見ながら心震わせ、自分を奮い立たせ、何故かぐっすり

眠れるという（笑）

その中で僕のオススメの名言を紹介させてもらいます。

やはり…ロベルト・バッジョ。彼はPKに関する2つの名言を残しています。

1．PKを決めても誰も覚えていないが、外したら誰もが忘れない。

2．PKを外すことができるのは、PKを蹴る勇気を持った者だけだ。

1つ目の言葉は1994年W杯アメリカ大会、ブラジルとの決勝戦でPK戦までもつれ込み5人目

のキッカーで失敗してしまい優勝を逃してしまった後の言葉です。

前年の1993年に、バロンドールを受賞していたこともあり、イタリアは初のW杯優勝に高い期

待をよせていました。

バッジョは、大会直前に痛めたアキレス腱の怪我の影響もあり同大会予選リーグは精彩を欠

きますが、決勝トーナメントに入ると3試合で5得点、どのゴールも試合を逆転・決定するもの

で、バッジョの活躍によりイタリアは決勝まで進みます。

しかし…一番大事な場面、世界中が期待をよせる場面、人生で最も重要な場面で運命は失敗

に導かれてしまいました。世界中からの批判にさらされたバッジョの気持ちを計り知ることは

できません。

そして、2つ目の言葉はそのPK失敗から4年後の98年フランスW杯でPKを外してしまったイ

タリア代表 ルイジ・ディ・ビアッジョにかけたバッジョの言葉です。

PK戦にまでもつれこんだ準々決勝の対フランス戦で、5人目のキッカーとして登場した

ディ・ビアッジョはシュートをバーに当ててしまい、イタリアの敗退が決定してしまいます。

泣き崩れるディ・ビアッジョに真っ先に駆け寄ったのは、4年前のアメリカ大会でやはりPKを

外したロベルト・バッジョでした。

PK失敗によりイタリア国内で戦犯扱いされ、批判にさらされることとなったバッジョの言

葉だからこそ重みがあり、仲間を思う気持ち、自分がその言葉を発することにより彼を守ろう

とする優しさ、人間的な大きさを感じることができます。

このように大好きなスポーツ選手の熱い名言で心震わせ、明日へのエネルギーに変えている

のです。

『パワーの源』
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中国のお正月
NCY㈱
聶 伝洋
Joh Denyou

日本と中国は、数千年前から文化習慣で密接な関係と交流を持っています。しかし、時間
の経過にしたがって、両国間の祝日の習慣は変化が起こり、たくさんの共通することと相違
点がでてきました。両国間の文化吸収、融合と発展を明確に表しています。しかし、いかな
る変化があっても、両国民また言葉でも、もっとも大切な祝日は新年であり、新年は最も盛
大な伝統的祝日であり、新しい年への交代、家庭団欒の祝日です。

日中両国民は共に新年をお正月とよんでいます。しかし、新年の時期は変化が起こってい
ます。日本は明治維新後太陽暦の元旦を新年とするようになり、中国は今でも旧暦の新年を
正式な祝日としています。

中国の新年は「春節」とも呼び、旧暦のお正月１月１日を元旦や、元辰といいます。しか
し、春節は１日だけではありません。旧暦１２月２３日から新年１５日までは春節期間です。
旧暦１２月２３日の節句の主な活動はかまどの神様を祭ることです。かまどの神様を祭るこ
とは、民間に伝わるかまどの神様の風習でかまどの神様は一家の守り神と言い伝えられてい

ます。春節期間中最も大切な日は３０日です。旧暦１２月最後の夜を「除夕」と呼びます。
意味は古い一年はもうすぐ終わり、悪いことは取り除くということです。

中国では年越しのあらゆる準備はとても忙しいです。かまどの神様を祭った後、年越しの
雰囲気は町のあちこちに満ち溢れ、年越し品の買い物、春節１５日間の準備、大掃除、新し
い洋服の準備など人々はせわしない気分になります。大掃除は悪い運気を取り除くといわれ
ており、この点は日本と同じです。
お正月一日は玄関に神様や「福」の字の張り紙をします。また爆竹を鳴らし、各家庭に

「春聯（対になった短冊のようなもの）」を張ります。書いている内容は明るい願望等です。
新年の食べ物は、中国北方地方は春節を過ごす時に餃子を食べます。それは、餃子の形が

古代の財宝に似ていて、新年に餃子を食べることは金運アップになるからです。また、餃子
の餡の中に縁起のよいものを包んで人々の新年の希望を託すのです。餃子の中に砂糖を入れ
るのは食べて新しい年が甘く美しい一年になるように、ピーナツを入れるのは長寿を願うか
らです。ひとつの鍋の餃子の中に一枚だけコインを入れて、これを食べた人はお金持ちにな
るともいわれています。また、最も大切なのは食卓上に必ず魚料理があることです。でも、
全部食べてしまってはいけません。それは永遠に続くということを意味するのです。なぜな

ら中国語で魚と、まだあるを意味する「余」の発音は同じだからです。
お正月一日に人々は早起きして、きれいな洋服を着て、親類縁者を訪ね新年の挨拶をしま

す。年長者は年少者にお年玉を準備します。お正月二日は友達を訪ね、三日は娘婿とお嫁さ
んがお嫁さんの父親を訪ねます。四日は各家庭のかまどの神様を送り出し、五日は金運の神
様を迎え、五日に各会社にとって特別大切といわれる元宵節があり、丸いお団子を食べます。
それは、一家団欒の日でもあります。

旧暦の１２月２３日から始まり１月１５日までの中国の春節期間は毎日いろいろな活動が
あります。それはとても重要ではあるけれども、現在の都市の若者は、あまり興味を持たな
くなり、その活動の具体的意味もわからなくなってきています。ただの一年の中の大切な節
句と思っています。日本も以前は意味があって元旦から正月三日にお屠蘇を飲んでいました
が、今は清酒もビールもウィスキーも同じものになってしまったのと似ています。

日中両国の若者が伝統文化を学習し、お正月の本当の伝統を次の世代に継承し、新年が一
年の中で一家団欒の日となり家族挙げての伝統的な祝日となることを希望します。

※「福」は幸福を代表する字で逆さにすることで「福が来る」を意味します。

しゅんせつ

しゅんれん

じょせき

あまり
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ＦＦ20グループ企業“秋のファッションまつり”開催報告

去る9月6日（日）・7日（月）の2日間“秋の

ファッションまつり”を開催いたしました。

今回は、特々賞にJTB旅行券50,000円、特賞にJTB旅行

券20,000円ほか、空くじなしの現金を準備致しました。

あいにくの空模様ではありましたが、多くの方に御

来場いただき、感謝申し上げます。

また、ご協力いただきました会員各社の皆様に御礼

を申し上げると共に、以下の報告を致します。ありが

とうございました。

婦人既製服分科会 会長 金古嘉喜来店客数 420 店 売上金額 15,270万円

・今回、初めて参加させて頂き、まだ経験も浅い
ので、難しいこともありましたが非常に勉強に
なりました。今回のセミナーのガウチョパンツ、
ワイドパンツは今ちょうど主力商品として売り
出しているため、会社に持ち返り商品に生かせ
るようにしたいと思います。

・質問ベースで進めていくのが面白かったです。
すぐに役立ってたすかります。

❦テーマ❦
Ⅰ. ガウチョパンツのドレーピング
Ⅱ. ワイドパンツのドレーピング
Ⅲ. 各社持参したパンツについて修正方法の指導

受講者の声:

Ⅰ.日 時 平成27年9月12日（土）

Ⅱ.場 所 卸センター会館 第2会議室

Ⅲ.講 師 ㈱クールブ 黒部裕子氏

Ⅳ.参加者 31名

黒部裕子氏による“第2回モデリストフォーラム”
（一社）日本アパレル・ファッション
産業協会福岡支部

第2回 フットサル大会開催について

１．開 催 日 平成27年10月25日（日）

【室内につき原則として雨天実施】

２．時 間 ・集合受付 9：15

・終了予定 16：00

３．会 場 雁の巣レクリエーションセンター

（多目的グラウンド）

４．参加対象 流通センター近郊企業の従業員

５．お問合せ 福岡流通センター地域活性化部会

事務局：（協）福岡卸センター

℡092-622-2711

お子様向けのイベントも計画中です！！（キッズ初心者スクール等）
お子様連れでご参加ください。



10・11月の主な組合行事予定

行事名 日 時

11月23日（月・祝日）

開催時間9：00～16：00

販売時間8：00～16：00

10月6日（火）13：00～

全員協議会 10月9日（金）11：00～

法律相談

理事会

中間管理職セミナー

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

第35回福岡流通センターまつり

10月9日（金）9：00～

10月22日（木）18：30～

10月25日（日）9:15～

11月10日（火）13：00～

11月11日（水）9：30～理事会

教育を経済学の目で見ると
こういう事だったのかと根
拠を示して語られているの
で納得できることが多くあ
り興味深い本でした。

紹介者：大江 晃史 さん (㈱サンロマン)

「学力」の経済学
出版社：ディスカヴァー・

トゥエンティワン

著 者：中室牧子今月の本棚

擬人化された動物の気持ち
が伝わってくる、ほのぼの
としたエッセイ集。日帰り
出張の移動の際などにぴっ
たりの一冊です。

紹介者：中川 聡さん (㈱ニコンインステック)

おやじネコは縞模様

出版社：文春文庫
著 者：群ようこ

当社の仕事に関係する「ゆ
めタウン」創業者の著書で
す。企業人として、どう考
えるか、どう行動するか等、
参考になる書籍です。

紹介者：杉山 秀彦さん (㈱スギヤマ)

道なき時代に、道をつくる
出版社：丸善プラネット
著 者：山西義政

(㈱イズミ創業者)

紹介者：山本 啓太さん (小竹正㈱)

ホウレンソウ禁止で1日7時間15分しか働かないか
ら仕事が面白くなる

出版社：東洋経済新報社
著 者：山田昭男

(未来工業㈱取締役相談役)

忙しい毎日を過ごすことから、

どうやって脱け出せるかを悟

らせてくれます。

紹介者：岩永 順一さん (㈱ケイ・エス・デー)

人生が楽になる 超シンプルなさとり方

出版社： 5次元文庫
著 者：エックハルト・トール

（翻訳）飯田史彦

本来大切とされる、報告・
連絡・相談をしない。と言
う大胆なサブタイトル。そ
の意味は受け取り側の気持
次第!!

川柳コンテスト審査について

6月より開催した第5回川柳コンテ

ストにつきましては、残念ながら応

募作品が一定数に満たなかったため

審査を延期して、次回コンテスト応

募作品と同時審査を行う事と致しま

した。さらに、次回コンテストには

第5回の賞金が持ち越された上で、

「合同開催」といたしますので、こ

の冬の募集開始をどうかご期待くだ

さい。


