
第20回フォトコンテスト

「ちょっと一休み」
フォーサイト㈱ 樋渡 美里さん

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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11月23日（勤労感謝の日）は、終日ワゴンセール会場、イベント会場ともに大変賑わいまし
た。メイン会場では、地域の皆様による楽器演奏、ダンスが行なわれ、ミュージック会場ではバ
ンド演奏のほか九州産業大学生の皆様による学生企画コーナーに参加いただきました。また、九
州産業大学プロレス研究部による迫力ある試合を観戦できたプロレス会場など、大盛況のうちに
終えることができました。

開催に伴い前日の準備に当日の運営にご協力いただきました企業、ボランティアスタッフ
の皆様、誠にありがとうございました。

1

主催：福岡流通センターまつり実行委員会

㈱アビオス ㈱アイル・ジャパン ㈱I・P ㈱イシカワ
㈱石蔵商店 ㈱イデックスリテール福岡 カイタック㈱
カレッジ福岡 ㈱九装 九州産業大学 クイジーヌ・タノ
ツ ㈱ケイ・エス・デー 小竹正㈱ ㈱小山千緑園 ㈱さ
かい家具 ㈱サニクリーン九州 ㈱サンロマン 商工中金
㈱スギヤマ 助野㈱ ㈱タムラ 男爵 チャイナ梅の花
福岡東店 ㈱タムラ 津田産業㈱ ㈱釣王 ㈱てんぐ屋産
業 ナイスビームスタジオ 西日本鉄道 土井営業所 西
日本シティ銀行 ㈱西日本総合保険 ㈱ヒデトレーディン
グ ファミリーマート多の津1丁目店 フォーサイト㈱
福岡銀行 福岡流通センター内郵便局 福岡流通警備保障
㈱ ㈱別府梢風園 ほっともっと多の津店 マーシャル青
山 舞松原不動産㈱ ㈱マタケ 丸松セム㈱ ㈱百田工務
店 優和パートナーズ ㈱流通自動車整備工場 ㈱レイメ
イ藤井 和信産業㈱ （協）福岡卸センター

㈱アイ・ティマネジメント ㈱ア
ビオス ㈱アルバーノ ㈱イシカ
ワ ㈱イノウエ 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㈱ 津田
産業㈱ ㈱博運社 ㈱ヒデトレー
ディング フォーサイト㈱ 福岡
流通警備保障㈱ フジメン㈱ 舞
松原不動産㈱ 丸松セム㈱ ㈱百
田工務店 ㈱流通自動車整備工場

福岡流通センターまつり開催報告

ボランティア ご協力企業広告協賛 ご協力企業



ＦＦ20グループ企業“オロシアム ウインターセール”開催報告

去る11月1日（日）・2日（月）の2日間“オロシアム

ウインターセール”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。

次回の“歳末大売出し”も、御来場の皆様に喜んでい

ただける賞品を揃え、2015年の締めくくりにしたいと思

います。

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 375 店 売上金額 12,270万円 婦人既製服分科会 会長 金古嘉喜

総合商品部会 “秋の異業種交流会”

今回初めて参加させていただきました！

株式会社I・Pの中村です。ゴルフコンペは、秋の爽や

かな天候に恵まれ３組１０名での開催でした。

1. 日 時 平成27年10月28日（水）

2. 場 所 司ロイヤルカントリークラブ

宿泊／司ロイヤル ホテル

3. 参加者 12名

4. 優勝者 株式会社Ｉ・Ｐ 相談役 中村弘明

今回初参加でしたが、日永社長、瀬藤社長、樽井社長のお蔭で、私（中村）が優勝させて頂

きました。

皆様ありがとうございました。その後、司ロイヤルホテルに移動して、交流会を行いました。

㈱クライミング濵地社長、興信㈱谷岡社長にもお越し頂き大変盛り上がった異業種交流会とな

りました。

次回もぜひ参加させて頂きたいと思います。 「株式会社Ｉ・Ｐ中村（相談役）」

卸センター会館2階のクイジーヌ・タノツ（きくしげ別館）よりご案内

オープンしてはやいもので一年を迎えました。

クイジーヌ・タノツでは、料亭きくしげならではのおせちを

皆様にご案内させていただきます。

一段（2名様） 一万円（税別）

二段（3、4名様） 二万円（税別）

三段（4、5名様） 三万円（税別）

ご希望があれば、洋風おせちもお受け致します。

詳しくは、直接お店へお問い合わせください。

写真はイメージです

【お問合せ：クイジーヌ・タノツ きくしげ別館 電話番号 092-629-9901】
1月24日（日）コンサートを行ないますので、女子会の皆さまふるってご参加ください。
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株式会社ケイ・エス・デー
TEL 092-622-3755 FAX 092-622-3758
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■ 事業案内

電設資材販売 半導体製造関連機器販売

■ 新商品等

福岡、大分、熊本、鹿児島、東京に拠点を持ち、お客様の信頼を積み重ねるべく

頑張っております。照明器具、電気設備・機器等が必要な際はぜひご相談下さい。

今年もホークス戦を10戦ほど見ました。
見た試合は勝ち越したと思います。ホームランテラス席も最高でした。
写真は中日戦（昨年）のものですが、やはり人気者でした。

小玉 克也 Kodama Katsuya

《社員の紹介》

9月の連休で沖縄へ行って参りました。
那覇から30分足らずの場所でしたが海がとても綺麗でした。

井上 勝雄 Inoue Katsuo

《会 社 紹 介》

美味しい魚を求め月に2・3回釣りに行きます。
釣れると一番嬉しい魚がサンバソウ。
引きが強いので楽しめるし食べても美味しい魚です。
写真のサンバは、お刺身と塩焼きで頂きました（＾-＾）♪

恒吉 麻衣子 Tsuneyoshi Maiko

動植物園に行ってきました。生後６ヵ月以内に動物園に行く
と免疫力が上がるみたいです。 涼しくなり植物園もコスモ
スがたくさん咲いて綺麗でした。

鮫島 雄太郎 Sameshima Yutaro
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新井 力雄
Rikio Arai

熊本城と言えば先ず「石垣」です。

始め緩やかな勾配が上に登るにしたがって垂直になる

「武者返し」と呼ばれる石垣を多用しています。当時、江

戸幕府の仮想敵であった薩摩藩に対する備えとして建造さ

れている為、南側は非常に強固な構造となっているそうで

す。因みに上益城郡山都町（旧矢部町）にある通潤橋は熊

本城の石垣をモデルに架けられたそうです。

天守は「大天守」「小天守」とあり、「小天守」は夫人

の為の建物で、「三の天守」とも言われる「宇土櫓」が勇

壮に鎮座しています。因みに城の北東に加藤清正が建立し

た豊国廟跡、城の南西に細川家の霊廟があり、この2つの直

線状に天守があると言う噂です。

熊本城は2007年に築城400年を迎え、本丸御殿をはじめ

様々な建造物を復元し、「熊本観光の顔」になっています。

私のおすすめスポットは城郭（お城の周囲）5キロ程の散策

です。南北での石垣の違い、大小様々な天守、櫓の裏表を

見ながらゆっくり歩くのもこれからの季節お勧めです。

是非皆さんも「日本三大名城」の熊本城を観て歴史を感

じて下さい！

『日本三大名城「熊本城」』
今回は日本三大名城の一つ「熊本城」をご紹介致します。

熊本城の歴史は様々な文献等が出ていますのでここではプチ情報、おすすめスポット等をご紹介

致します。

㈱古荘本店

（画像：ウィキペディアより引用）



ふるさと（故郷）
たまにはノンビリ過ごしませんか
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、周囲がおよそ130kmの島で、沖縄県内では沖縄本島

に次いで2番目に大きい島。日本で24番目の国立公園「西表石

垣国立公園」に指定されており、特別天然記念物のカンムリワ

シ、イリオモテヤマネコ、天然記念物のセマルハコガメ、キシ

ノウエトカゲ、オカヤドカリ、サキシマスオウノキ群落、ヤエ

ヤマヤシ群落など、珍しい動植物の宝庫。離島らしいのんびり

とした時間と空間があり、何もせず青い海を眺めるだけで一日

が穏やかに過ぎていく、ここは私の生まれ育った島、沖縄県西

表島です。

島を離れ30年、来年は年女。皆さんもご存知であろう「ＢＥ

ＧＩＮ」は高校の同級生で、来年は島でその歌声を生で聴くこ

とを今から楽しみにしています。

若い頃は都会に憧れ、高校卒業と同時に島を離れそれ以来ずっ

と福岡暮らし。私も今では男の子3人の親となり、子育てをし

ていく中でその時々の親の気持ちも分かり、改めて親に感謝す

ると共に貴重な島を故郷にもっていることも今となっては有難

く思っています。

都会のような華やかさは全くなく、手つかずの自然だけが残っ

ている島です。

是非、一度お出かけになって下さい。きっと癒されること間違

いなしです。

株式会社ニコンインステック

原口 節子
Setsuko Haraguti

『故郷』という言葉を聞くと、何を思い出すだろう。

私にとっての『ふるさと(故郷)』は「自分が生まれ

育った場所」

今では年老いた母（昨年、父が他界）が一人暮らし

ているが、「遠くの親戚より近くの他人」隣近所の

方々の親切が本当に有難く感謝の日々です。

福岡から南西におよそ1330km、那覇市から南西にお

よそ430km、台湾の東側までがおよそ200km。面積は

284.4km²



優勝：㈱サンロマン 準優勝：アドヴェンチャー㈱ 第３位：興信㈱

第４位：シュテルン福岡

オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ

フットサル大会 開催報告第２回

福岡流通センター地域活性化部会主催「第２回フットサル大会」が、さる１０月２５日（日）に、

雁の巣レクリェーションセンター多目的ホールにおいて１４社１６チームから１５０名の参加によ

り開催されました。

今年は新たな試みとして、子供たちにも喜んでもらえるようキッズフットサルスクールも行われ、

健康増進と企業間さらには家族ぐるみの親睦と楽しい１日となりました。

熱戦の様子 ｷｯｽﾞﾌｯﾄｻﾙｽｸｰﾙ
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12・1月の主な組合行事予定

行事名 日時

法律相談 12月1日(火)13：00～

理事会 12月4日(金)9：30～

法律相談 1月 5日(火)13：30～

理事会 1月 7日(木)9：00～

新春講演会 1月 7日(木)11：00～

新年互礼会 1月 7日(木)12：00～

理事会 1月15日(金)9：30～

第26回ボウリング
大会

1月24日(日)9：30～

第5回川柳コンテストの賞金を持ち越し、合同開催いたします

フリー

①企業名②氏名③作品をご記入の上メール
またはFAXにてご応募ください（1名3点まで）
メールアドレス：oroshi@mocha.ocn.ne.jp
FAX： 092-622-2700
会員企業従業員（その家族を含む）

と関係者

平成28年2月29日（月）

最優秀賞 20,000円 ほか

今月の本棚

人はそれぞれ道徳感が違う。
親や学校から教えられた道徳
感で生きている人も多い。現
在の道徳、自分の道徳感を改
めて考えさせられる本。

紹介者：河北 守さん (㈱古荘本店)

新しい道徳

出版社：幻冬舎文庫
著 者：北野武

「どうすれば人は幸せに生
きることができるか」一つの
答えがここに提示されていま
す。自身の生き方を考えさせ
られる作品です。

紹介者：諸冨 達也さん (西川リビング㈱)

嫌われる勇気

出版社：ダイヤモンド社
著 者：岸見一郎・古賀史健

紹介者：深野 洋子さん (㈱侶丹)

カラダにいい！がカラダを壊す

出版社：日本経済新聞出版社
著 者：亀田圭一

仕事の効率化を図るにおい
て、仕組化をテーマに書かれて
います。仕組化の仕方から仕組
化することでのメリットまで、オス
スメです。

紹介者：副島 直己さん (㈱石蔵商店)

最少の時間と労力で最大の成果を出す
「仕組み」仕事術
出版社：ディスカヴァー・

トゥエンティワン
著 者：泉正人

体に対しての自分の常識が、
いかに誤りだったかに気づか
せてくれました。
走るより歩くのがイチバン！
だそうです。

テ -マ

提出方法

締 切

対象者

表 彰

【応募上の注意】

・応募はオリジナルで未発表の作品に限ります
・応募作品一切の権利は当組合に帰属します

第26回 ボウリング大会について
毎年大好評のボウリング大会ですが、今回は平成28年1月24日（日）

（9：00から受付予定）に開催することが決定いたしました。

後日詳細について、ご案内いたしますので、組合員企業従業員の皆様は是非ご参加ください。


