
第20回フォトコンテスト

「山人の後ろ姿」
㈱イシカワ 中西樹一郎さん

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）

※ 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）

■ メイン会場（卸会館裏駐車場）

多々良中学校吹奏楽部（吹奏楽）、多々良保育園（遊戯）、福岡市消防音楽隊（吹奏

楽）、ファンキービート（ダンス）、ダッキージャズオーケストラ（ジャズ演奏）、

中国武術部（武術）、琉球古武道保存会（演武）、糸音（琉球民謡）、

若宮太鼓（太鼓演奏）

■ ミュージック会場（第1号駐車場）

DARTs、J POP ART、KURO☆KIRI、B-NOISE、80’s Night Jack’s、ROCK☆HOLLYWOOD、

ツクツク、TIGER BEEM DX、マーシャル青山バンド、High Pleats

■ 九州産業大学 学生企画コーナー（第1号駐車場）

九州産業大学生の皆さんによる模擬学園祭

■ 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

■ たのつ楽しか・ふれあい広場（卸会館下商工中金前）

周辺福祉施設によるバザー

■ 自転車安全講習会（㈱I・P様駐車場）

東福岡自動車学校と東警察署の共催による自転車シミュレーターを使った講習会

✵開催時間9：00～16：00 ✵販売時間8：00～16：00 ✵交通規制8：00～16：00

将来の進路について主体的に選択できる力の育成を目指し実施される「職場体験学習」に、

今年も福岡市立多々良中央中学校の生徒さん15名を会員企業6社に受入れていただきました。

2日間の体験を通して、働く事の大変さ、大切さ、喜びを感じ、これからの生活や進路つい

て考える時間であったと思います。

まだ幼い中学2年生の受入に御協力くださいました会員企業様に厚く御礼申し上げます。

ありがとうございました。

平成27年度 多々良中央中学校職場体験学習のご報告

【 職場体験学習受入企業 】

アドヴェンチャー㈱ ㈱アビオス ㈱サンロマン

㈱ヒデトレーディング フォーサイト㈱ ㈱古荘本店



ＦＦ20グループ企業“秋の繊維まつり”開催報告
去る10月4日（日）・5日（月）の2日間“秋の繊維まつ

り”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

してコーヒーメーカーを準備致しました。

ダブルチャンスは後日、抽選の結果、築上郡の“岡部

呉服店”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。
来店客数391 店 売上金額 1億3,100万円

婦人既製服分科会 会長 金古嘉喜

オロシアムFUKUOKA流通研究会“第186回例会”

ありがとうございます。前回も優勝させて頂き、３回・４回

と優勝出来るようにとコメントさせて頂いたのですが、すぐに

３回目が来るとは思いもよりませんでした。
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優勝は ㈱藤秀 社長 瀬藤 和広氏

1. 開催日 平成27年10月7日（水）

2. 場 所 夜須高原カントリークラブ

3. 参加者 12名

順位 氏名
スコア

OUT IN GROSS H・D NET

優 勝 瀬藤 和広 43 37 80 7.20 72.8

準優勝 八頭司 正典 50 43 93 16.8 76.2

第３位 梶木 政伸 49 48 97 20.4 76.6

第４位 香月 清 46 48 94 16.8 77.2

第５位 津田 征子 54 48 102 22.8 79.2

（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 満山 正明 白石 崇

ニアピン賞
樽井 敬三（2）田中 道佳

梶木 政伸

最近の私のゴルフは、パットが絶不調でスリーパットの「嵐」です。当日もスリーパットを７

回もしてしまい、落ち込んでいました。ただ、そのスリーパットが運良くダブルぺリアのハン

デに絡んでの優勝だと思います。「地獄から天国に」ゴルフってこの様な事が有るので楽しい

ですね。パーティーの席でもお話が出ましたが、２００回記念大会まで後３年半。世話人の

方々にはご苦労をお掛けしますが、この会が末永く繁栄される事を願いつつ、２００回記念大

会でも良い成績が残せるよう日々精進してまいりまので、今後共よろしくお願い致します。

第1回全員協議会開催のご報告

10月9日（金）11時より、第1回全員協議会が開催され、理事長

挨拶の後、「組合の将来について」～維持発展の為に～これまで

の経過や今後の運営（組合の進むべき道）として、組合の活動状

況についての報告と意見交換が行われました。
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中古住宅＋

リノベーション＝
中古住宅を購入し自分好みの空間に改修するという
“リノベーション”が増えてきております。そんなリノベーションに
対応させて頂いているのが、RenovationとMomotaの

頭文字を取った“ReMo（リーモ）”です。

マンションや戸建に係らず、中古住宅を購入して
リノベーションすることに、少しでもご興味ご関心の
ある方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください！
中古住宅探しからお手伝いさせて頂きます。

“あなたらしさを暮らしにトコトン！”を
キーワードに、こだわりの空間づくりをお手伝いさせて頂きます！

★ホームページにリノベ施工例や築41年がリノベーションで
生まれ変わった様子を連載した工事ブログなどがございます。
よかったら覗いて下さい♪ ※[ REMO 福岡 ]で検索してね！

（株式会社 百田工務店）
TEL：092‐611‐2661 FAX：092‐611‐1477 http://www.re‐mo.jp

《事業内容》中古住宅（マンション・戸建）のリノベーション、店舗改修

リーモ

■30代ご夫婦二人暮らし
■マンションリノベーション

築41年

After



いいね！ ラグビー
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２０１５年９月１９日 ラグビー日本代表が南アフリカに３４－３２で歴史的な勝利を
おさめた。海外ではW杯史上最大のジャイアントキリング＝番狂わせと報じられた。翌日
マスコミ各社も今までにないくらいの力の入れかたでTV、新聞等ラグビーを取り上げた。

㈱アビオス

田中 良彦
Yoshihiko Tanaka

私は深夜、スポーツバーで４０人くらいの仲間とラ
イブ観戦していた。試合の途中から涙を流す者、大声
をあげる者、試合終了時は誰かれかまわずハイタッチ
するもの、抱き合うもの、その瞬間を共有し喜びを分
かち合った。翌日からは、ラグビーを知らない友人達
とも「凄い試合やったね 感動したよ」「鳥肌がたっ
た」「涙が出た」などいろんなところで話が弾んだ。

ところで、涙が出るほどの感動をラグビー経験者以
外の人に何故与えることができたのだろうと考える…
試合終了間際、同点のショットを狙わずに逆転のトラ
イにこだわったからだろうか？結果成功してあの美酒を味わうことができたのも事実だ。

でも私は、やっぱりラグビーの醍醐味“タックル”だと思う！大きな相手に向かうとき
の痛さ、恐怖、経験者なら誰でもわかる逃げ出したい衝動。しかし、いかなければならな
いのだ。プライドと責任感に背中を押される。ラグビーをやりはじめたころ、恩師にタッ
クルしきらんものは選手である前に男ではないと教わり、それが今でも頭に残っている。
仲間のためチームのために身体を張ってとめなければならない、自分が逃げれば誰かに
チームに迷惑がかかるのだ。勿論、タックルミスで外されることもあるが、毎日の血反吐
を吐くような練習や試合の中で生まれた信頼は揺るがない、それが逃げたのかそうでない
のかはすぐに伝わるのだ。だから、近くのものがカバーできる。一人で倒れないなら二人
三人でカバーする。そしてまたすぐに立ち上がり次のデフェンスにむかう。大男にしゃに
むに向かっていく、その勇敢な男たちの姿に感動を覚えたのだと思う。

ラグビーは数の陣取りゲーム、相手一人に二人三人がかりでは当然不利な状況が生まれ
る。だから、相手よりも１．５倍２倍と走らなければ間に合わないのだ。これまでの日本
は、後半に力尽きじりじりと点差をあけられていた。その差を補うために世界一の練習量
で埋めてきたのが今回の代表選手たちなのだ。

ここからは個人的な推測ですが、今回の代表メンバーには、いつにないプレッシャーが
あったと推測する。己のプライドやチームのためだけでなく、４年後に日本で行われるW杯
を盛り上げるため、全国民にラグビーの素晴らしさを知ってもらうため、無様な試合はで
きない。おそらく協会からの至上命令もあったことと思う。それでもあなた方は、その重
責を十二分に果たしてくれた。ラグビースクールに通う少年少女達に夢を与えてくれた。
大人たちにも魅せてくれた。

２０１９年、日本で、そして福岡でも開催されるラグビーW杯が大いに盛り上がることを
祈念する。

あらためてブレイブブロッサムズ（勇敢な桜戦士達）よ、お疲れさまでした。



ＬＥＤ照明化に伴う団地内街路灯の一部撤去について

オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ（粕屋町を除く）地域内の街路灯は、平

成18年から段階的に福岡市への移管手続きを行い今年4月には全灯の移

管を終え、さらに9月にはＬＥＤ照明化が実施されました。

これに伴いまして福岡市では、「ＬＥＤ照明は従来の照明器具より

も明るく、灯数を減らした上で照度基準を維持できる」との判断から、

一部の街路灯が撤去されますのでお知らせいたします。

独身寮 フリュウゲル21のご案内
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オロシアムＦＵＫＵＯＫＡが保有管理してい

るワンルームタイプマンション“フリュウゲル

21（全140部屋）”は、ゆったりしたロビーと、

余裕のある28㎡のワンルームで大変ご好評にい

ただいております。

家賃2ヶ月無料キャンペーンも継続して入居

者を募集しております。見学希望やご質問など

ございましたら、お気軽にお問合せください。

お問合せ先

（協）福岡卸センター事務局

TEL：092-622-2711

E-mail：oroshi@mocha.ocn.ne.jp

独立洗面所脱衣所完備 ウォシュレット完備 広い収納

ⅠＨミニキッチン
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今年1月にオープンしました。本格手打ちそばのお店です。
夜は、お酒に合う一品料理も各種ございます。

ぜひ、一度御来店ください。

▲つけ鴨せいろ 1,200円

● せいろ・かけ･･･････････････････ 700円

● 野菜天せいろ・野菜天そば･･･････ 850円

● つけとろせいろ・山かけそば･････ 1,050円

● つけ鴨せいろ・鴨南蛮そば･･･････ 1,200円

● 天ぷらせいろ・天ぷらそば･･･････ 1,300円

おすすめメニュー

☎ 092‐663‐6079蕎麦 ふるしま

価格は全て税込み

▲つけとろせいろ 1,050円



11・12月の主な組合行事予定

行事名 日 時

第35回
福岡流通センターまつり

12月4日（金）9：30～理事会

11月10日（火）13：00～法律相談

理事会

11月23日（月・祝日）

開催時間9：00～16：00

法律相談

11月11日（水）9：30～

販売時間8：00～16：00

12月1日（火）13：30～

心を高め、魂を磨く！死ぬ
ことは、生まれたときに
持ってきた魂より少しでも
美しい魂にして、新しい魂
の旅立ちを迎えるためにあ
る。

紹介者：聶 伝洋 さん (NCY㈱)

成功の要諦

出版社：致知出版社
著 者：稲盛和夫今月の本棚

伝えることが苦手な方に
おすすめです！伝え方の
レシピが簡潔に書かれて
あり、つい実践したくな
るような一冊です。

紹介者：阿比留 勝樹さん (㈱百田工務店)

伝え方が9割②

出版社：ダイヤモンド社
著 者：佐々木圭一

お金に対しての感覚が
変わります

紹介者：中山 清彦さん (㈱森茂)

一生お金に困らない生き方

出版社：PHP研究所
著 者：心屋仁之助

紹介者：今泉 智樹さん (ナツアキ㈱)

ソウル・オブ・マネー 人類最大の秘密の扉を開く

出版社：ヒカルランド
著 者：リン・トゥイスト
訳 者：牧野内大史

マンガで入っていけますので、

構えずに誰でも読める本で

す。アドラー心理学は、仕事

やいろいろな場面で活用させ

て頂いています。結構活用出

来ますよ。

紹介者：杉尾 哲孝さん (㈱イシカワ)

マンガでやさしくわかるアドラー心理学
出版社：日本能率協会マネジメントセンター
著 者：岩井俊憲

私たちが「お金」について

どれほど思い込みを持ち、

その思い込みに縛られてし

まっているのか？目覚めを

与えてくれる一冊です。

組合員企業からのお知らせ

● 代表者交代
株式会社クライミング（10月吉日）

取締役相談役 濵地 聖

代表取締役会長 濵地 誠二

代表取締役社長 濵地 信

はまち きよし

はまち せいじ

はまち しん


