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「ラピュタロード」 フォーサイト㈱ 松尾 惇也さん

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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平成27年度 博多女子高校企業実習を終えて
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指導する若手社員の成長

企業から見た実習生受入のメリット

・今回、4ヶ月間企業実習をさせていただいて本当にありがとうございました。初めて企業に
伺った時は緊張してうまく話せなかったのですが、社員の皆様が優しく話しかけてくださった
おかげで、その後は親しみやすい雰囲気の中でのびのびと仕事をすることができたので、とて
も嬉しかったです。
伝票整理、カレンダー作成、台帳作成などの事務作業から倉庫での値札付けまで、本当にいろ

いろな仕事を体験させていただいて、とても勉強になりました。どの仕事も初めてするものば
かりで不慣れな点が多く、ご迷惑をおかけすることも多々ありましたが、その度に一からわか
りやすく教えてくださったので、すぐに仕事を覚えることができました。また、実習日が二週
間以上空いていたりなどした時も、最初から説明をしなおしてくださったり、前回はここまで
進めた、と進捗状況を教えてくださったりと、私が仕事をしやすいように工夫をしてくださっ
たことで、毎回スムーズに作業をすることができました。さらに、いつも気遣ってくださり、
ゆっくりで大丈夫、など優しく声を掛けてもらえたのもとても励みになりました。
たくさんの仕事の中で特に印象に残っているのが、倉庫での値札付けやシールを貼っていく作

業です。今回の実習で初めて卸売業社の倉庫を見せていただいたのですが、まずその規模の大
きさに圧倒されました。数多くのメーカーから大量の商品を仕入れているということが、どれ
ほどの場所や労力を使うのかということを改めて学びました。倉庫で私の作業を見ていてくだ
さった方も、商品についての説明も詳しくしていただいたり、立ち仕事だったので体調を心配
してくださったりと気にかけてくださっていたので、安心して作業することができて本当によ
かったです。
私はこれから社会人になり、事務作業をすることになっています。その際に、アルシュ様で学

んだ仕事、礼儀作法や人としての心構えを忘れずに頑張っていきたいです。
約4ヶ月の間、お世話になりました。多くのことを学ばせていただき、とても感謝しています。

本当にありがとうございました。

・この度は、お忙しい中貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。
私は就職をしようと決めていたため、企業実習を希望しました。初めの頃とても緊張してい

ましたが、気軽に話しかけてくださり緊張も柔らぎました。また、会社の皆様が明るく優しく
話しかけてくださり、やりやすい環境で仕事をすることができました。
侶丹様でたくさんのことを学ばせていただきました。洋服の会社のイメージは、デザインす

る人や、作る人がいる。そういったイメージでしたが、企業実習を通して、知らない部分をた
くさん知ることができました。事務の仕事はあまり洋服に触れないと思っていましたが、意外
にも触れることがあるんだと驚きました。また、洋服に針が入っていないかチェックしたり、
値札などを洋服につけたり、大変だと思いました。
私が一番印象に残っている仕事は、2階の部屋で洋服の品番をみて戻す仕事です。とても苦労

した覚えがあります。
侶丹様で学んだことを、就職し活かしていきたいと思います。ありがとうございました。

実習生感想文 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成27年度の博多女子高校による企業実習は12月をもちまして終了いたしました。
15社の企業ならびにご担当者の皆様、ご協力まことにありがとうございました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

明石被服興業㈱ ㈱アルシュ

㈱イシカワ ㈱石蔵商店

㈱イノウエ カイタック㈱

㈱サンロマン 津田産業㈱

ナツアキ㈱ ㈱ヒデトレーディング

㈱古荘本店 フォーサイト㈱

フォーサイト㈱ ㈱侶丹

丸松セム㈱

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



さる1月21日（木）卸
会館3階にて、「冬季献
血」が行われました。
寒さが厳しい中、総

計42社80名の方にご協
力いただき誠にありが
とうございました。

「経営トップセミナー」開催のご報告
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開催日時 平成２８年２月１０日(水)
１８：３０～２０：００

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」

参 加 者 １５社 ８２名

当組合の新たな取り組み「経営トップセミナー」の
第４回をファーストアドバンテージ（有）代表取締役
ビジネス心理学講師の酒井とし夫氏をお招きし、ご講
演いただきました。受講者も「体を動かし」「周りの
方々とコミュニケーションを取りながら」の画期的な
セミナーで、あっという間の１時間３０分でした。

・ 自分で状態を作る大切さを知る事が出来て良かったです。
・ 体を動かしたり、知らない方とお話が出来るセミナーとっても新鮮で楽しかったです。
・ テンポがよくダレる事無く聞く事が出来ました。又参加したいです。
・ シェイクハンド+ひじは実用的でやっているお偉い方もいたので納得しました。
・ 今迄と違ったセミナーで正直ビックリしましたが、非常に分りやすく、これからの仕

事に対する意欲がわきそうです。

受講者の印象に残った言葉

献血結果の実績

28年1月 27年7月 27年1月

（今回） （前回） （前々回）

400ml 70名 93名 80名

不採血 10名 18名 11名

（割合） (12%) (16%) (12%)

合計 80名 111名 91名

献血にご協力頂いた企業

㈱アイル・ジャパン 興信㈱ ㈱パラマ・テック

㈱明石ｽｸｰﾙﾕﾆﾌｫｰﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ 小竹正㈱ ㈱ヒデトレーディング

㈱アステム ㈱サンロマン ㈲フィンテック

㈱アビオス ㈱商工中金 フォーサイト㈱

㈱アルシュ セムインターナショナル㈱ フジメン㈱

㈱イシカワ セムプランニング㈱ ㈱プロルート丸光

イシグロ㈱ セムマルマツ㈱ 堀田丸正㈱

㈱イノウエ 津田産業㈱ 松浦通運㈱

NCY㈱ ㈱藤秀 丸松セム㈱

㈱エフ・アール・シー ㈱トライアルカンパニー ㈱百田工務店

カイタック㈱ 西川リビング㈱ ㈱リックスプランニング

九州電気保安協会 ㈱西日本シティ銀行 ㈱リブ

㈱九州日新 日本通運㈱ ㈱レイメイ藤井

㈱ケイ・エス・デー ㈲パ・シェール ㈿福岡卸センター

42社 80名



TEL 092-623-3936 FAX 092-623-3935
http://tsudasangyo.com/index.html
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ミセスからハイミセスの為のエレガンスコーディネイト

『華 HANA LE&CIT』としてスタートし、20年。

シーズンを通して、ひと月に40～60アイテム新作を投入しています。

最近では、「今度のHANAちゃんかわいい～！」とか「今度のはHANAらしい

ネ！」とか色々なお声をいただき私の意志とは関係なくHANAがひとり歩きし

ている状況です。

お客様の期待になるだけ応えられるよう、日々、アンテナをはって勉強している

ところです。

これからも、もっと、HANAらしくやり続けていきたいと思います。

よろしくお願い致します。

木村 哲也
Tetsuya Kimura

津田産業株式会社



仙台卸商センター様 来訪されました

去る１月２２日（金）に、協同組合仙台

卸商センターより氏家理事長様ほか８名

の皆様がオロシアムFUKUOKA（協同組合福

岡卸センター）を視察のため来訪されま

した。

当組合役員との情報交換会では、地域

の活性化や委員会・部会活動の取組み内容

日 時 平成28年4月4日（月）・5日（火）9：00～17：00

開 場 卸センター会館３階 第３会議室

講 師 一般社団法人 日本経済協会

桑原武志氏 西藤孝子氏

受 講 料 1名につき2,000円

（昼食、テキスト代を含む）

研修内容 第1日目「役割認識と仕事の進め方の基本」

第2日目「接遇マナーの基本」

尚、本年度より講師・研修内容を新たに実施致します。
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日 時 平成28年4月1日（金）

13：30～14：00 新入社員オリエンテーション

14：00～15：00 林田スマ氏 記念講演

場 所 卸センター会館３階 第３会議室

テ ー マ 「新入社員としてのパワーアップを！」

～明るく元気に働くこと、生きること～

尚、14時00分からの記念講演は一般社員のかたも

ご参加頂けます。

新入社員オリエンテーションのご案内

新入社員ビジネスマナー研修のご案内

をはじめとする様々なテーマについて話し合われ、その後の昼食会まで懇談が

続きました。
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当社一押しの省エネアイテムをご紹介いたします。

バンドー化学㈱平ベルト駆動システム
『H y p e r F l a t D r i v e S y s t e m 』

【省エネ ・テンテフリー ・長寿命駆動システム】

※ 空調機などのファンを回転させるVベルトをHFDシステムに交換すると、多くのメ

リットが得られます。

特長１： 伝動効率が高く省エネ化が可能

厚みが非常に薄く曲げロスが少ない。消費電力約7％以上（平均値）削減、

ＣＯ2約6％以上削減

特長２： 長寿命

平ベルトは、厚みが薄いため、屈曲による寿命もVベルトに比べおよそ２．５倍

特長３： メンテナンスフリー化

オートテンショナーで張り直し不要 ⇒ メンテナンスフリー

特長４： 産業廃棄物が減少

Ｖベルト比：約1/50に減少長寿命化とベルトの重量低減により産業廃棄物が減少

西日本バンドー株式会社
Tokiume Hamasaki

浜﨑 時梅

◆ 使用適用機種：エアハン・送風機など～
駆動用ベルト

◆ 弊社にて省エネ・メンテフリーのシュミ
レーションから推奨設計での既設改造工事
までを行います

◆ 適用容量：２．２～４５KWのモーターに対応
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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。

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。

「駐車禁止」看板設置について
流通センター地域・街おこし協議会では、流通センター地区の迷惑駐車対策に取り組んでおり、こ

の度、東区役所並びに東警察署の協力を得て迷惑駐車が頻発する道路３ヶ所に「駐車禁止」看板が設
置されることとなりました。

① ② ③

①②

③



3・ 4月の主な組合行事予定

今月の本棚

ビジネス市場、労働市場
など、どの世界にも各々の
「ルール」と成功の「方程
式」が存在し、それらを学
べば「勝者」になれると説
いている。

紹介者：永井 起夫さん
(㈱明石スクールユニフォームカンパニー)

戦略がすべて

できるか、できないかで
はなく、できることだけを
考える。考えたあとに、と
にかく行動すること。何で
もできるものである。

紹介者：丸山 猛さん (助野㈱)

挑戦のススメ

紹介者：鈴木 英夫さん (㈱ヒデトレーディング)

フツーの会社員だった僕が、青山学院大
学を箱根駅伝優勝に導いた47の言葉

親日国トルコによる100年後

の恩返しを描いた感動作。日

本人が知っておいてほしいし、

後世に語り続けていくべき史実

です。

紹介者：西田 実さん (㈱クレスト)

海の翼 エルトゥールル号の奇蹟

指導革命によって大学駅
伝に新時代をもたらした持
論が書かれています。リー
ダーシップ論や組織論とし
ても面白い作品です。

出版社：アスコム
著 者：原 晋

出版社：新潮社
著 者：瀧本哲史

出版社：ディスカヴァー・トゥエンティワン
著 者：堀木エリ子

出版社：ＰＨＰ研究所
著 者：秋月達郎

3月休業日のお知らせ
土・日・祝をお休みいたします

（3月5・6・12・13・19・20・21・26・27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）

行 事 名 日 時

法律相談 3月 1日（火）13：30～

理事会 3月11日（金） 9：30～

臨時理事会 3月24日（木） 9：30～

平成28年度新入社員オリエンテーション 4月 1日（金）13：30～

平成28年度新入社員ビジネスマナー研修 4月 4日（月）、5日（火）9：00～

法律相談 4月 5日（火）13：30～

理事会 4月 8日（金）10：00～

臨時理事会 4月22日（金） 9：30～
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