
第21回フォトコンテスト 佳 作

「彩る竹灯り」
舞松原不動産㈱ 大森 伸一さん

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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Ⅰ.日 時 平成28年2月14日（日）9：30～12：00

Ⅱ.場 所 パピオボウル

Ⅲ.参加者 19社80名
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ボウリング大会 開催報告第 2 6回

当組合主催の第26回ボウリング大会は、80名の選手と応援に
来られた社員・ご家族の方々が集まり、盛大に開催されました。
開会式では、百田副理事長よりご挨拶いただき、百田副理事長・
石河理事の2名による始球式の後、ゲームがスタートしました。
当日、お越し頂いた皆様、運営に協力頂いた皆様、ありがとうございました。
当初予定していた1月は大雪のため延期となり、今回やむを得ず参加できなかった多くの

方々もいらっしゃいました、次回開催時には是非ご参加お願いします。

団体の部 優勝20班
■チーム合計得点 （チーム内上3名の総得点） （氏名敬称略）

個人の部 ハイゲーム賞
◆男性の部 優勝 浦野 翔 ㈱イシカワ
◆女性の部 優勝 深野 洋子 ㈱侶丹

◆男性の部 岩佐 慎剛 ㈱アビオス
◆女性の部 熊澤 百合子 ㈱レイメイ藤井

大庭 もも ㈱イシカワ

男性の部

順 位 氏 名 会社名 合 計

優 勝 浦野 翔 ㈱イシカワ 352

準優勝 松尾 徹 フォーサイト㈱ 343

第三位 松本 賢悟 ㈱サンロマン 323

成績表

女性の部（1ゲームにHDCP30点加算）

順 位 氏 名 会社名 合 計

優 勝 深野 洋子 ㈱侶丹 323

準優勝 大庭 もも ㈱イシカワ 323

第三位 池田 加奈子 カイタック㈱ 316

※ 個人総得点が同点の場合は2ゲーム差の少ない方を上位とします。

氏 名 会社名

浦野 翔 ㈱イシカワ

青木 保彦 ㈱スギヤマ

熊澤 百合子 ㈱レイメイ藤井

多比良 千尋 ㈱レイメイ藤井
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平成２８年度
正副ブロック長のお知らせ

会社名 役職 氏名

A

ブロック長 和信産業㈱ 常務 浦山政昭

副ブロック長 ㈱侶丹 社長 日永裕章

B

ブロック長 カイタック㈱ 白石博文

副ブロック長 フジメン㈱ 部長 中村修一

C

ブロック長 ㈱タムラ 社長 田村康宏

副ブロック長 ㈱クライミング 課長 村山昭博

D

ブロック長 ㈱ケイ･エス･デー 係長 西山純生

副ブロック長 ㈱イシカワ 課長 杉尾哲孝

E

ブロック長 ㈱ビルハード 山本大作

副ブロック長 音伍繊維工業㈱ 本部長 堀志津也

フリー

①所属先名②氏名

③タイトル（全角10文字以内）を

ご記入の上、データ（メール可）または

写真をご提出ください。

応募点数は1名5点まで。

メールアドレス： oroshi@mocha.ocn.ne.jp

会員企業従業員（その家族を含む）

及び関係者、九州産業大学 （写真映像

学科、写真部の方はご遠慮ください）

※賞金の受け取りに事務局へ来局が可能な方

に限らせて頂きます。

最優秀賞（1点） 20,000円の商品券ほか

平成28年4月30日(土)まで

テ -マ

提出方法

締 切

対象者

表 彰

第22回
フォトコンテスト

【応募上の注意】
・入賞作品の著作権は主催者に帰属します

・人物が写った写真は本人の了承を得てください

・応募写真はご返却いたしませんのでご注意ください

・入賞後、所属先名・氏名・タイトルがホームページ等

に掲載されますこと、予めご了承ください

ＦＦ20グループ企業
“春の繊維まつり”開催報告

平成27年度
福岡流通センター連合会
人権研修会のご報告

福岡流通センター連合会 人権研修会を2

月17日(水)に開催いたしました。

声優・演出家・脚本家として幅広く活動

されてある玄海椿氏に東日本大震災をテー

マに１人舞台「君よ がれきの華となれ」を

上演いただき、20名の方が参加されました。

去る3月6日(日)・7日(月)の2日間“春の繊
維まつり”を開催いたしました。
今回は、特々賞JTB旅行券20,000円５本、特

賞に福岡アジアコレクション入場券ペア５組
ほか、空くじなしの現金を準備致しました。
両日共に暖かい春の陽気の中、多くの方に

御来場いただき心より感謝申し上げます。
また、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、以下のご報告
を致します。ありがとうございました。

来店客数 348 店 売上金額 １億655万円
婦人既製服分科会 会長 金古嘉喜

mailto:oroshi@mocha.ocn.ne.jp


TEL 092-262-2266 FAX 092-262-2292
http://raymay.co.jp/

4

株式会社レイメイ藤井

レイメイ藤井は明治23年（1890年）熊本市新町で、和洋紙・欧米文具の紺のれんを掲げ
てスタートしました。現在は商社としての拠点網は福岡本社を中心にほぼ九州全域をカ
バーすると同時に、文具メーカーとしても東京本社を中心に全国に拠点を展開しています。

■ 博多一筆箋 ＜五色献上柄＞

一筆箋は、何より手軽な心を伝えるコミュニケーションアイテム。限られたスペース

に「ひとこと」を添える一筆箋は、素直な気持ちをさりげなく伝えてくれます。伝統博

多織の原点といわれる「博多五色献上」の柄を載せ、書き味の良さと柔らかな風合いを

兼ね備えた「紙」にこだわり『 博多一筆箋 』が誕生しました。

◆ レイメイ藤井福岡営業部 マラソン部

マラソンブームにのっかり、レイメイ藤井で

もマラソン好きが集まり活動しております。た

だでさえ仕事で疲れているのにその体に鞭打っ

てマラソンに取り組む変態ばかりの集まりです。

みんな健康維持の為に始めた趣味ですが、今で

は走る事が好きになり、それぞれの目標に向

かって楽しんでます！
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㈱ケイ・エス・デー

西山 純生
Sumio Nishiyama『出雲旅行』

少し前に伊勢神宮で式年遷宮と出雲大社で平成の大遷宮が行われ、テレビや雑誌等でも神社な
どの特集をよく見かけます。最近では、神社仏閣にお参りするときに拝受させていただく御朱印

というのを集めて各地を回る御朱印女子という方も多いそうです。

私は御朱印男子というわけではないのですが、どちらかとい
うと外に出かける方が好きで、神社等がある場所は、空気も綺

麗で心も落ち着き、なんだか癒される気がするので旅行をする
ときは、時々お参りに行きます。

遷宮後に伊勢神宮へ参拝し、去年も出雲大社へ参拝してきま

した。今回は記憶の新しい出雲旅行のお話しをさせていただき

ます。何年か前から出雲大社へお参りに行きたかったのですが、
いろいろといけない理由があり、去年ようやく行くことができ

ました。
せっかくお参りするのだから、神様の集合する神有月に参拝

しようということで、一泊二日で予定を組み、福岡から車で
行ってきました。ＥＴＣを利用する場合には、前もってイン

ターネットで登録をすると、走る地域によって割安になるサー
ビスがあるのでそれを利用しました。今は、出雲大社のすぐ近

くまで高速が伸びていて、カーブの多い山道などは、ほとんど
ありませんでした。

出雲に到着するとうっすら雲が広がって、やっぱり出雲というくらいだから雲が多いのだなと感

じました。神社へは午前中に参拝したかった為、初日は足立美術館へ行ってきました。自分はあま

り美術品などには詳しくはないのですが、庭園が広くとても綺麗でした。外に出て見る景色もよ

かったのですが、暗い室内の窓から眺める庭が一枚の絵のようですばらしく、時が経つのを忘れる

ほどに引き込まれました。運転の疲れもあり休憩の為、茶室に入ったのですが、その部屋の窓も縦
長で庭の景色が掛け軸のようになっており、とても贅沢な気持ちでお茶をいただくことができまし

た。その日はゆっくりと美術館を堪能し、宿へ向かいました。美人の湯で有名な玉造温泉に宿泊し、
翌日は早起きをして出雲大社へ向かいました。玉造温泉から出雲大社へは少し距離があるのですが、

高速道路がつながっているので移動はスムーズです。出雲大社へ到着し、敷地内へ入ると本殿まで

距離があるのですが、広々として木々が並び風もやさしくて気持ちよく歩けました。日頃、近所の

神社等では二礼二拍手一礼ですが、ここ出雲大社では二礼四拍手一礼、初めて参拝の時に四回手を
たたきました。その後、本殿をぐるっと一周し、八百万の神々のお泊りになる場所、横から本殿の

見える場所などからも参拝しました。参拝を済ませ、門前町へ向かいました。丁度お昼時でお腹も
すいてきたのでせっかくなのでそばを食べようと思い出雲そばを食べることにしました。出雲のそ

ばは、皮ごと挽くということで、見た目の色も少し黒く香りが強いそばでした。その後、他に二社
お参りしたかったので途中にある松江城に寄り道をして、神社に参拝して帰りました。

今回の旅行では美術館で目の保養をさ

せてもらい、神社で心を癒され、美味し

いものでお腹も満たされて、いい思い出
となりました。でも、次回出雲へ行くと

きはやっぱり飛行機ですね。
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お住まいについてお悩みごとはございませんか？築41年の木造住宅を全面改修した

“リフォーム専用の展示場”Reremoにて、お悩み解消のヒントを探してみてください♪

（画像：ウィキペディアより引用）

㈱百田工務店
的場 亜矢子
Ayako Matoba



4・ 5月の主な組合行事予定

今月の本棚

第二次世界大戦直後、ナ
チスの迫害から逃れて来た
ユダヤ難民に自らの判断で
ビザを発給し沢山の命を
救った日本人外交官の感動
物語。

紹介者：藤原 信代さん (㈱イノウエ)

杉原千畝

なぜスターバックスは成功
し、多くの人々を惹きつける
ブランドに発展したのか本書
を読めば、その秘密に触れる
事ができるでしょう

紹介者：西園 沙織さん (西川リビング㈱)

スターバックスはなぜ値下げもテレビCMもし
ないのに強いブランドでいられるのか？

紹介者：森田 和則さん (フォーサイト㈱)

くちびるに歌を

いまの自分の状況を振り返り

更なる進化をとげたい人、ヒント

を探している人には、目からう

ろこになるかも！！

紹介者：田中 良彦さん (㈱アビオス)

仕事は楽しいかね？

五島の中学校合唱部に入
部し、悩み苦しみながら、
お互い励まし合い、皆でう
ちとけあっていく。最後の
発表会は涙を誘う・・・

出版社：小学館
著 者：中田永一

出版社：小学館
著 者：大石直紀

出版社：ディスカヴァー・トゥエンティワン
著 者：ジョン・ムーア（著）

花塚恵（翻訳）

出版社：きこ書房
著 者：デイル・ドーデン

4月休業日のお知らせ
土・日・祝をお休みいたします

（4月2・3・9・10・16・23・24・30日）

※4月17日（日）、29日（祝）は営業致します。

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

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～

全員協議会 4月 8日（金）13：00～

臨時理事会 4月22日（金） 9：30～

第38回企業対抗ソフトボール大会 4月24日（日） 8：30～

法律相談 5月10日（火）13：30～

理事会 5月13日（金）10：00～

健康セミナー 5月18日（水）18：30～20：00

第46回通常総会 5月27日（金）16：00～
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