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新年のご挨拶

オロシアムFUKUOKA
協同組合福岡卸センター
理事長 八頭司 正典

Masanori Yatouji

皆様新年明けましておめでとうございます。

謹んで、新年の御挨拶を申し述べさせて頂きます。

昨年度２０１５年は、政治の強力なリーダーシップに支えられ、日本経済は、自動車関連等

の輸出産業や、大企業を中心として成長発展を遂げ、また我々の愛する街福岡もインバウンド

の大幅増加、それにソフトバンクホークスの日本一、アビスパ福岡の奇跡の大躍進等もあり、

日本一元気な街、アジアから注目される街になってきました。

当福岡卸センター（オロシアムFUKUOKA）に於きましても、行政各位、地域の方々との協調、

組合員企業の協働で当地区の将来発展案の検討や環境整備、組合運営の連合化、活性化が計ら

れました。関係各位、組合員企業の皆様に心から感謝申し上げます。そしてこれから２０１６

年、平成２８年が始まります。日本経済もオリンピックにむかって好況に湧くでしょう。地元

福岡は、いよいよアジアのエネルギーを取入れて、発展するでしょう。なにより、我々の本拠

地、仕事場である、オロシアムFUKUOKA、歴史と潜在力のある街、関係各位の御力をお借りし、

組合員の全員参加で、この街の未来を創造しましょう。

今年の具体的な課題目標は

1.組合員の増強・増加。１００社目標に向かって

2.公共交通軌道の乗り入れ・運動・立ち上げ

3.当地区の規制緩和の実現

他、今後の発展等に全力で取り組み、地域の発展と組合員企業の繁栄に貢献致します。

最後に、組合員企業の皆様、関係各位の皆々様にとりまして、本年が幸多き繁栄の年と成りま

すようお祈り申し上げ、新年の御挨拶と致します。



2016年のキャンペーンテーマの募集には70通の応募をいただき、誠にありがとうございました。

多数の作品から、各ブロックで第一次審査を行い、広報・IT委員会、研修委員会で最終審査の結果、

下記作品に決定いたしました。
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最優秀賞

作者のコメント

この度は最優秀賞をいただき誠にありがとうございました。

今回のテ－マは、これまで以上に活気ある明るい街【オロシアムFUKUOKA】

をイメ－ジしたものです。

どんな時にも、微笑みを絶やさず、ときめきを力に変えて魅力ある街づく

りを目指していければと思います。

㈱百田工務店

松谷 雅弘

佳 作

2016 感謝

地域・社会と共に オロシアムFUKUOKA
丸松セム㈱ 古野茂昭

世界にはばたく 2016

アジアの拠点 オロシアムFUKUOKA
㈱イノウエ 花山義弘

がっちり スクラム オロシアム 2016

力強く ステップアップ！
㈱アビオス 西島勝彦

welcome オロシアムFUKUOKA

夢と希望に向かってチャレンジ！
㈱百田工務店 松尾敏宏

2016 進化

変革とチャレンジ 夢と希望のオロシアムFUKUOKA
㈱イシカワ 藤﨑晴香

2016 ひらけ明日への扉

オロシアムFUKUOKA 未来は想像力で広がる
㈱サンロマン 河野真澄

2016 発展

躍進！オロシアムFUKUOKA
㈱ヒデトレーディング 阿野英敏

2016 ふれあい

人と人をつなぐ街 オロシアムFUKUOKA
㈱スギヤマ 力竹寛徳

2016 福岡笑顔特区☺

ここからはじまる笑顔と未来。
フォーサイト㈱ 石井伸太郎

2016 創造！

私たちの未来を、今創る！！
㈱サンロマン 松延実雅子



助野株式会社
TEL 092-611-6050 FAX 092-624-1482
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私たちが扱うレッグウェアは、ほぼ毎日、直接肌に身に付ける身近なアイテムです。

そんなレッグウェアを国内協力工場及び中国、タイの海外の自社工場等で生産し日本国

内のみならず、世界へ販売しているレッグファッションに特化した会社です。

福岡支店は国内に６つある拠点の内の一つで営業所と物流拠点も兼ねており、日々精力

的に営業活動と物流業務を行っています。

今子供たちに人気の「妖怪ウォッチ」のキャラクターソックスは弊社の取り扱い商品で

す。人気のジバニャン達がより身近に感じられるかも！紳士・婦人向けの商品としまして

は、これからの寒い季節、光電子®繊維の商品をお奨めします。遠赤外線の温熱効果で足元

からポカポカです！これらの商品を店頭で見かけられた方は、是非一度手にとって見てい

ただきたいです。

《一押し商品》

【発送課 森松正俊】

福岡支店に勤務になり早１０ヶ月、約２０年振りの福岡になります。

道も街並みも結構変わっていてまるで浦島太郎のような気分。週末はその変化した

街をロードレーサーに乗って散策しています。福岡は日本人で世界バリスタチャンピ

オンになられた方が、何人かいらっしゃいます。そんなコーヒーの達人がそれぞれお

店を出されていてコーヒーショップ激戦の地なので、自転車で疲れた時の休憩時間も

充実する素敵なところですね。またラーメンも大好きですので、片道２０～３０Kmぐ

らいなら自転車で食べに行ってます。

《事 業 案 内》

《社員紹介》



「オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ防犯パトロール隊」12月のパトロール！

12月14日（月）に12月のオロシアムFUKUOKA防犯パト

ロールを実施しました。雨が降り出す中、地域の安心安

全な街づくりのためご協力いただきありがとうございま

した。

参加された皆さまの企業名は、以下の通りです。

第 2 6 回 ボ ウ リ ン グ 大 会 の ご 案 内

1.  開催日時 平成28年1月24日（日）受付9：00～

2.  開催会場 パピオボウル（千代文化スポーツセンター）

福岡市博多区千代1-15-30 ℡092-633-2500

ホームページ http://www.papio.jp/bowling/                           

3. 参加資格 組合員企業に在職する従業員のみなさま

4.  参加定員 130名（原則1社10名まで）

※申込みとは別にチーム編成を行います

5.  お問合せ (協)福岡卸センター

℡622-2711 担当：長沢

4

日時：1月21日（木）
9：30～11：30／12：30～15：30

場所：卸センター会館3階第2・3会議室

★献血をしていただくために★

● 食事は必ずとっておいてください。

● 睡眠はしっかりとっておいてください。

● 献血手帳または献血カードをお持ちの方は、ご持参願います。

● ご本人を確認できる書類をお持ちください。（例：運転免許証、健康保険証など）

※医師が総合的に判断し献血をご遠慮いただく場合がありますので、ご了承願います。

※防犯パトロールは、
今後、1月と2月に開催致します。

㈱アビオス ㈱イシカワ ＮＣＹ㈱ カイタック㈱

㈱クレスト ㈱ケイ・エス・デー 興信㈱

㈱スギヤマ ナツアキ㈱ フォーサイト㈱

㈱百田工務店 （協）福岡卸センター

（計12社12名：敬称略）

～昨年の大会の様子～



ＦＦ20グループ企業“歳末大売出し”開催報告

去る12月6日（日）・7日（月）の2日間、2015年のご

愛顧に「ありがとう」の気持ちで応えるビッグセール

“歳末大売出し”を開催いたしました。今回の賞品は、

得々賞にＪＴＢ旅行券2万円分、特賞に現金5千円20本、

1等に2千円30本のほか年始に向けて豪華お正月用品を

含めた賞品を準備し、ご来店のお客様に大変好評でし

た。

ご協力いただきました会員各社の皆様に感謝申し上

げ、ご報告と致します。有難うございました。

来店客数404店 売上金額 1億3,130万円 婦人既製服分科会 会長 金古嘉喜

1. 日 時 平成27年12月14日（月） 13：00～17：00

2. 場 所 卸センター会館 第3会議室

3. 講 師 1部 イトキン㈱

生産本部品質管理部商品試験課担当部長 山本 雅彦 氏

2部 ㈱レナウンアパレル科学研究所

統括担当 神崎 晃 氏

4. 内 容 第1部 法規制物質への対応

第2部 取扱い表示記号変更
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・ 一通り終えることができて良かったです。

平面だと抱き分を入れ損ねるので、立体だと分かりやすい。

・ 量産サンプルで悩んでいたことが解決できて良かった。有難う御座いました。

❦テーマ❦

AW2015-16コレクションから クロエのジャケット
クラシックなモードの穏やかなAラインシルエット
振りのある袖口が広がった2枚袖

受講者の声:

Ⅰ.日 時 平成27年12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 14名

黒部裕子氏による“第3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

法規制物質への対応及び取扱い表示記号変更
取組み相談会 開催報告

（一社）日本アパレル・ファッション
産業協会福岡支部



第5回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（グループ企業・取引先〈メーカー・

お得意先様等〉）賞金受取りに事務局へ

来局可能な方に限ります。

平成28年2月29日（月）

最優秀賞 20,000円 ほか

テ -マ

提出方法

締 切

対象者

表 彰

【応募上の注意】

・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
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福岡流通警備保障 株式会社
〒813-0034 福岡市東区多の津4丁目7-18

ご安心下さい！
あなたの街は24時間私たちが護ります。

おかげさまで、44年目を迎えました。
信頼と実績を誇りに企業を

サポートしています。

卸センター会館1階に新たにATMを設置、窓口
業務は福岡支店へ統合いたします。

① ATMコーナーの新設

設置場所 ：福岡卸センター会館

1階エントランス

利用開始日：平成28年1月18日（月）
営業時間 ：平日9時～17時
（但し、卸センター会館休館日はご利用でき

ません。）

お取引内容：入出金、振込、記帳、通帳記帳

② 窓口業務の福岡支店への統合
これまで出張所にて対応させていただきま

した窓口業務（預金取引、融資のご相談等）
は平成28年2月12日（金）をもって終了し、

以降は福岡支店（092-712-6551）にて対応させ
ていただきます。

商工中金「福岡流通センター
出張所」の体制見直しについて

ご安心下さい！
あなたの街は24時間私たちが護ります。
おかげさまで、44年目を迎えました。
信頼と実績を誇りに企業を

サポートしています。



1・2月の主な組合行事予定

行事名 日時

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～

法律相談 2月 2日（火）13：30～

経営トップセミナー 2月10日（水）18：30～

理事会 2月12日（金） 9：30～

今月の本棚

ユダヤ人六千人を救っ
た命のビザを発給した外
交官で日本のシンドラー
と呼ばれた杉原千畝。政
府命令に背いてなぜ発給
したか涙です。

紹介者：青﨑 吉和さん (フジメン㈱)

情報に賭けた外交官 杉原千畝

出版社：新潮文庫
著 者：白石仁章

日本人にとって「道徳」
とは何か？まず大人たち
が考えた方がいい。稀代
の天才が現代の核心をえ
ぐる、未だ嘗てない道徳
論です。

紹介者：竹島 永鯉さん (㈱ﾌﾟﾛﾙｰﾄ丸光)

新しい道徳
「いいことをすると気持ちがいい」のはなぜか

出版社：幻冬舎
著 者：北野武

紹介者：秋月 謙一さん (セムプランニング㈱)

ワン・シング 一点集中がもたらす驚きの効果
出版社：ＳＢクリエイティブ株式会社
著 者：ゲアリー・ケラー

ジェイ・パパザン

松下幸之助が松下政経
塾で語った事を書き起こ
した本です。若い方には
古臭く感じる事もあるか
と思いますが、商いや、
人と接する事に大事な事
が書かれています。

紹介者：坂井 猛明さん (興信㈱)

リーダーになる人に知っておいてほしいこと

出版社：ＰＨＰ研究所
著 者：松下幸之助（述）

松下政経塾（編）

多情報化社会に於いて自
分らしさ、自分の本質を
見極める力が大切になる。
いかに本質的な一点に集
中出来るかが成功への道
になる。

「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
主な著書 「予算ゼロでも効果がすぐ出る

売り上げが３倍上がる！
販促のコツ」

「小さな会社が低予算ですぐに
できる広告宣伝心理術」

「売れるキャッチコピーが
スラスラ書ける本」

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）


