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「ど～こだ？？」
津田産業㈱ 靏田 雄三さん

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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新春講演会・新年互礼会

開催日時 ： 平成28年1月7日（木）11：00～13：00

開催場所 ： 卸センター会館

出 席 者 ： 116名

（内訳）来賓 40名

組合員30社45名

準会員 2社 3名

共同事業指定業者 14社25名

福岡流通センター地域活性化部会 3社3名

新年互礼会は1月7日（木）12時より、多くの来賓の方と組合関係者にご参加いただきました。

八頭司理事長の年頭に当たっての挨拶に続き、来賓の方々からのご祝辞を賜り、日本銀行

秋山福岡支店長のご発声による乾杯によって祝宴に入りました。その後、2016年キャンペーン

テーマ最優秀賞の表彰式を行い、賑やかな賀詞交歓会となりました。

＜ご挨拶いただいた来賓の方々＞

福岡県商工部

次長 小島良俊氏

福岡市経済観光文化局

局長 重光知明氏

中小企業基盤整備機構九州本部

本部長 齊藤三氏

新年互礼会に先立ち、11時から開催した恒例の新春講演会には、日本銀行 秋山福岡支店長

をお迎えし、「2016年景気展望のポイント」について開催いたしました。（聴講者53名）

＜講演会の主な内容＞

Ⅰ. 全国の経済情勢と金融政策

海外経済減速の影響

デフレマインドの克服と賃上げ、設備投資

Ⅱ. 九州の経済情勢

公共投資vs民間需要、輸出vs内需

昨年の九州経済

Ⅲ. 今後の課題とポイント

人口減少への対応と交流人口

地域連携と地域資源の活用
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佳 作

応 募 作 品数 90作品

応 募 企 業数 14社

応 募 人 数 23名

最 終 選 考 作 品
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最優秀賞

11  「ど～こだ？？」
津田産業㈱ 靏田 雄三さん

45「彩る竹灯り」
舞松原不動産㈱ 大森 伸一さん

28「花言葉：あなたは素敵」
㈱I・P 川畑 瞳さん

64「福岡の空」
㈱百田工務店 鎌田 千恵さん

40「シロツメクサのベッド」
丸松セム㈱ 迎彩加さん 48「娘作 雪だるま」

㈱アルシュ 栗原光浩さん

22「ラムネの謎」
フジメン㈱ 北原紀清さん

25「爆音と歓声」
㈱I・P 川畑瞳さん

19「夕焼けに浮かぶ富士山」
フォーサイト㈱ 松川清美さん

56「Who are you？」
㈱アルシュ 神崎陽祐さん

70「いのき」
㈱百田工務店 鶴嶋康行さん

8「錦秋の候、コスモス日和」
㈱I・P 中村弘明さん

31「金閣寺」
㈱イシカワ 杉尾哲孝さん

60「この海が好き」
㈱イノウエ 床波裕美さん

43「虹色花火」
舞松原不動産㈱ 大森伸一さん

47「紅葉の絨毯」
舞松原不動産㈱ 大森伸一さん

90「ハッピーハロウィン」
NCY㈱ 森木文香さん

10「川面に揺れるススキの気持ち」
㈱I・P 中村弘明さん

82「また、あした」
フォーサイト㈱ 樋渡美里さん

46「夕刻の薩摩富士」
舞松原不動産㈱ 大森伸一さん

3「本日は営業してません」
フォーサイト㈱ 松尾惇也さん

37「ふたり」
フォーサイト㈱ 古川可奈子さん

88「出口」
NCY㈱ 森木文香さん

4 「ラピュタロード」
フォーサイト㈱ 松尾 惇也さん

優秀賞
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株式会社ヒデトレーディング
TEL 092-629-8850 FAX 092-629-8851
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山口 浩平
Kohei Yamaguchi

「徐福」ってご存知ですか？

今から2200年も前の中国の方で、日本に初めて文明・文化を持ち込んだ人と言われ、日本全国

に多くの伝説があります。

徐福は司馬遷の史記に登場する実在の人物です。秦の始皇帝より不老不死の薬を探す命を受け、

大船団(3,000人が通説ですが、それ以上かも)を引き連れ中国を出港、海路東方の仙人の住む地を

目指します（ここまでは確か）。が、中国には戻りませんでした。そしてここからが伝説で、日

本へたどり着き、そのまま居ついてしまったとされます。

この徐福が住み着いた地として有力なのが佐賀県です。長崎自動車道路の金立SAに接する金立

公園内に徐福長寿館がありますが、このあたりが有力地のようです（何が本当か、判らないとこ

ろが有史以前の歴史の面白いところ。空想の世界が広がります）。

徐福は中国を出るにあたり、稲など五穀の種子や金銀・農耕機具、そして多くの生産技術者

（五穀百工）を連れて出たと言われます。ちょうど弥生時代が九州北部より始まるという学説に

合致します。文明の無い当時の日本に突然世界４大文明が船団でやってきたのですから黒船以上

の衝撃だったでしょうね。ここに文明・文化がスタートし、各地に広まり、日本という国の姿が

でき始め、開花します。即ち北部九州から始まり、徐々に日本各地に新たな文化・文明が広まっ

ていったのでしょう。

徐福＝神武天皇という説もあり、また徐福の集落が吉野ヶ里遺跡だったり、その末裔が卑弥呼

であったり等々、歴史ロマンが広がります（私は邪馬台国は九州だと思っています）。

また、徐福は中国の呉の国（現在の南通市あたり）から出発しており、船団の多くは呉人とも言

われ、着物を呉服というのも徐福に始まるのかもしれません〔呉の国の呉服(くれはとり)さんと

いう人名からという説もあります〕。

有史以前の日本史は不確かなものですが、この徐福しかり、天孫降臨しかり、九州より始まる

歴史・文化は沢山あります。有史以降にも白村江の戦い（九州王朝説）があったり･･･。そして、

当地「かぶと塚」は足利尊氏・室町幕府のスタート地点。近代日本(明治維新)も九州・山口発、

薩長のみならず、福岡も野村望東尼/平尾山荘や月形洗蔵など多くの人が登場し、新たな国造りに

尽力します。新たな時代は九州より出ずる、です。かぶと塚を見る度に九州発で新しいことを始

めてみたいという想いにかられます。

ちなみに、私の生まれ育ちは群馬県太田市という町で、新田と言われる地域。即ち、南北朝の

争いで九州(かぶと塚)から盛り返し逆襲した足利に負けた新田義貞の地なので実はちょっと複雑

です〔といっても、尊氏の足利市(栃木県)とは渡良瀬川（森高千里｢渡良瀬橋｣の川）を挟んだ隣

町なのですが〕。

転勤族が故に全国いろいろと巡っていますが、福岡は仕事も生活も最高の街ですね。私も徐福

のように住み着いてしまうかもしれません。

『徐福伝説』
㈱ニコンインステック
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2月は年間でも一番寒い時期ですが体調を崩していませんか？

特に寒い夜はあったかいコーヒーを持って夜空の星と夜景を観に行きませんか？

冷え込む夜は大抵雲が少なく、オリオン座をはじめ様々な星が観られます。ただ、都市

部だとネオン等の灯りで中々綺麗に観る事が出来ません。

そういう時におすすめなのが「長崎」です！

長崎までは車で2時間程度あれば到着します。（みなさん知っていると思いますが。）

私のお薦めはお昼過ぎに福岡を出発し、ゆっくりと長崎道を走りながら4時過ぎを目安

に大村湾パーキングへ。天気の良い日は夕日が絶景です。

夕日を見た後は、長崎市内へ向かい早めの夕食。夕食は是非地元の人が通う「チャン

ポン屋」さんへ。地元の人は大抵出前を取るのですが、店舗を構えている所が多いので、

是非皆さんも自力でMy「チャンポン屋」を見つけて下さい。

ご飯を食べたら「世界新三大夜景」長崎を是非観て下さい！

稲佐山から観る夜景は絶景ですが、私のお薦めは伊王島から観る市内の夜景です。

2011年に伊王島大橋が開通し便利になりました。女神大橋の先に見える長崎市内の夜景

はあまり知られていませんが、私のお薦めです。また、伊王島周辺は何も無い為、星も

綺麗に観ることが出来ます。

2月22日までは「長崎ランタンフェスタ」も開催していますので、是非みなさんも

「寒い長崎」へ行きませんか？

冬の長崎

（画像：ウィキペディアより引用）

㈱古荘本店

新井 力雄
Rikio Arai



オロシアムFUKUOKA流通研究会“第187回例会”
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優勝は ㈱藤秀 社長 瀬藤和広氏

1. 開催日 平成27年12月11日（金）

2. 場 所 ザ・クラシックゴルフ倶楽部
3. 参加者 14名

【個人成績表】

【特別賞】

「経営トップセミナー」開催
講 師 ビジネス心理学講師・コーチングコーチ

酒 井 と し 夫 氏
内 容 「商売と会社を大きく変える！

セールス・販売・交渉に役立つビジネスコミュニケーション術」
開催日時 平成28年2月10日(水)18：30～20：00
場 所 卸センター会館 3階 「第3会議室」
参 加 費 無 料
問 合 せ 卸センター事務局（☎622－2711）

平成27年度 福岡流通センター連合会 人権研修会のお知らせ

日 時 平成28年2月17日（水）15：00～16：30
場 所 卸センター会館3階 第3会議室
テ ー マ 一人芝居「君よ がれきの華となれ」
講 師 声優・演出家・脚本家・劇団ひまわり福岡・熊本主任講師 玄海 椿 氏

2011年、東日本大震災の復興を願い、ノンフィクションドラマ「君よ がれきの
華となれ」を自ら脚本して、平和、人権、命の大切さを訴える。

お問合せ 福岡流通センター連合会 事務局 ℡：622-2020 担当：鳥飼

順 位 氏 名
ス コ ア

QUEEN PRINCE GROSS H・D NET

優 勝 瀬藤 和広 47 41 88 10.8 77.2

準優勝 池田 喜成 49 50 99 21.6 77.4

第３位 田中 良彦 40 38 78 6.0 72.0

第４位 大森 伸一 57 52 109 33.6 75.4

第５位 蔵渕 正勝 49 47 96 19.2 76.8

ベストグロス賞 田中良彦

ドラコン賞 田中良彦(2)

ニアピン賞
満山正明 瀬藤和広
田中良彦

（敬称略）

「眠くならない講演は初めて！」「聞くとやる気が出る！」「すぐに役立つ！」日本全国で評判の講師！

年間講演１００本を超える依頼を受けて北海道から九州まで日本全国で公演中
テレビ・雑誌でも紹介された人気講師です。

びっくりです。
４回目の優勝がこんなにすぐに来るとは…これで３連覇？？？
当日は朝から雨・風・寒さ、最悪のコンディジョンでした。

スコアの方も前半はダメダメで、後半は田中社長の叱咤激励もあり、なんとか踏ん張ることが
出来たのと、御一緒頂いた山脇様、梶木様、村嶋様と悪天候にも拘らず楽しくラウンドさせて
頂けたのが優勝に繋がったのだと感謝しています。

夜は夜で忘年会で大変盛り上がり、先輩方の貴重なお話も沢山お聞かせ頂き、楽しくて有意
義な１日を過ごす事が出来、ありがとうございました。これからも日々精進してまいりますの
でよろしくお願いいたします。
P.S. 次の日の朝、ピーカンの青空を見てやるせない気持ちになったのは私だけでしょうか…



2・3月の主な組合行事予定

行事名 日 時

3月11日(金)、24日(木)9：30～理事会

2月 2日(火)13：30～法律相談

経営トップセミナー

2月12日(金)、26日(金)9：30～

法律相談

2月10日(水)18：30～

2月17日(水)15：00～

3月 1日(火)13：30～

理事会

人権研修会（福岡流
通センター連合会）

ちょっと懐かしくてお腹空

くこと間違いなし！身近にあ

る食べ物に対しての思い出を

書いた心温まるエッセイ集で

す。

紹介者：小森 冬子 さん (㈱ヒデトレーディング)

いとしいたべもの
出版社：世界文化社
著 者：森下典子今月の本棚

半沢直樹のテレビ版の続
編です。池井戸潤さんの著
書を読むにつけ感じること
は、『正しいことを一生懸
命していれば必ず応援団が
現れ、結実する』というこ
と。相変わらずのスピード
感も最高です。

紹介者：林田 和孝さん (㈱ニコンインステック)

ロスジェネの逆襲

業界最大手のユナイテッド
アローズの理念と概要がわか
ります。理念高く持ち、継続
して進化する様を知ることが
できます。

紹介者：山本 大作さん (㈱ビルハード)

ユナイテッドアローズ心に響くサービス

紹介者：張 漕樹さん (津田産業㈱)

桜の咲かない季節

拳銃で撃たれた女を連れて

ピエロの仮面を被った強盗犯

が病院に籠城。息詰まる心理

戦の幕が開く、怒涛のどんでん

返し、一気読みです。

紹介者：宮永 尚美さん (㈱立花マテリアル)

仮面病棟

五つの謎と一つの恋
恋と占いと謎解きの連作短編集
桜子と耕太郎の織りなす不器
用で好感をもてる人間模様
桜は満開

出版社：講談社
著 者：伊岡 瞬

出版社：文春文庫
著 者：池井戸潤

出版社：日経ビジネス文庫
著 者：丸木 伊参

出版社：実業之日本社
著 者：知念 実希人

会員企業従業員（その家族を含む）と関係
者の方はメールまたはFAXにて1名3点までご
応募いただけます。
（応募上の注意 オリジナルで未発表の作品
に限ります。）
提出先 メールアドレス：

oroshi@mocha.ocn.ne.jp
FAX：092-622-2700

応募の受付は2月29日（月）まで！

2月休業日のお知らせ
土・日・祝をお休みいたします

（2月6・7・11・13・14・20・21・27・28日）

平日のランチは全日営業しますので、みなさま是非お越し
ください。御予約の都合で、営業・定休日が変動する場合
がございます。
詳しくはお電話にてお問合せください（092-629-9901）

クイジーヌ・タノツ（きくしげ別館）よりご案内

締 切 間 近！
第5・6回 川柳コンテスト
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