
第22回フォトコンテスト 最優秀賞作品

「熊本城、夕焼けを背に」
九州産業大学 経済学部 平井 大心さん

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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オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ（福岡卸センター）は、5月27日（金）

16時より卸センター会館3階第3会議室にて第46回通常総会を開催、

27年度事業・収支報告・28年度事業計画等の議案を審議の上、ご承

認いただきました。また、総会終了後の懇親会では、豪華景品の抽

選会などにより大いに盛り上がり、交流を深めました。

第46回 通常総会

理事長 八頭司 正典

ごあいさつ

この度、５月２７日の第４６回通常総会ならびに理事会にて、理事長に再任されました。

これより２年間、あらためてよろしくお願いします。

我々の本拠地、当組合がある福岡流通センター地域は、空港、港湾、鉄道の駅、高速道

路のＩＣ、都市高速ランプなどアクセス手段に大変恵まれた場所、ビジネスに最適な場所

として全国からも「ポテンシャルが大変高い、全国有数の流通拠点」として見られており、

多くの企業が当地に営業拠点を置く事を望み、また、当地に関心を持っている状況です。

一方、当組合では、完成後４０年が経過した建物の老朽化と、組合員の組織率低下が課題

となってまいりました。

オロシアムＦＵＫＵＯＫＡは、大変大きな変革期を迎えようとしています。２０年後、

３０年後の将来を左右する大事な時と思います。今、我々は分岐点に立っており、この分

岐点のかじ取り次第で当組合の、そしてこの街の将来の明暗が分かれる事でしょう。まさ

に、「未来に残る街」「未来に残す街」として、存在感のあるビジネスセンターへの変革

が望まれます。

今年度最大の取り組みは、当組合の組合員を中心とした、全く新たな事業協同組合の創

立です。福岡流通センター地域に集う企業が一体となり、大きな力で地域の活性化、地域

力を発揮し、『アジアの玄関口である福岡市のビジネスセンター』として街の健全な発展

を遂げ、福岡県・市、及び地域住民の繁栄と地区企業の発展に貢献しましょう。

さあこれから、県・市・地元自治会をはじめとする関係各位のお力をお借りし組合員全

員参加で、歴史と潜在力のある街、我々の本拠地オロシアムＦＵＫＵＯＡＫＡの未来を創

造しましょう。

《課題目標》

（1） 新組合１００社目標に向かって・組合員の増強・増加

（2） 共同事業の拡大と収益の充実

（3） 当地区の規制緩和の実現
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㈱イシカワ 石河 勲

この度は、ご推薦を頂き引き続
き理事を仰せつかり、地域開発委

員会の委員長として、組合員皆様の貢献と組
合の発展に尽力して参ります。更なる共同事
業の推進とアビスパ福岡の動員のご協力をお
願い申し上げます。

理事(再任)地域開発委員会 委員長

就任・退任のご挨拶

今期も引き続き理事を務めさせ
ていただく事になりました。

組合発展のため、今まで以上に全力を尽くす
所存でございます。今後とも一層のご指導ご
支援を賜りますようお願い申し上げます。

副理事長（再任）

㈱アルシュ 坂田 泰良

副理事長(再任)財務委員会 委員長

この度、副理事長と財務委員長
の大役をお受けすることになりま
した。

理事長の下、組合と新組合のため、また従業
員にとって働きやすいまちづくりのために一
生懸命頑張りたいと思います。組合皆様のご
協力とご指導をよろしくお願いいたします。

フォーサイト㈱ 金古 嘉喜

この度再度ご推薦を頂き、理事
職を仰せつかりました。

異業種分野の者ではありますが、縁あって卸
センターのメンバーに入れて頂いた以上、卸
センターの発展と地域の発展の活性化に微力
ながら、努力したいと思っています。

理事（再任）
会員交流・研修委員会 副委員長

㈱スギヤマ 杉山 秀彦

この度、引き続き監事を務めさ
せて戴くことになりました。

微力ではございますが、組合の発展に貢献出
来ます事を何よりも嬉しく思います。精一杯
頑張りますのでどうぞ宜しくお願い申し上げ
ます。

監事（再任）

㈱イノウエ 宮原 茂直
この度、理事を退任することに

なりました。3期6年間組合員の皆
様、理事長をはじめ理事、事務局

の皆様に支えられ無事つとめることができま
した。心より感謝しております。今後も組合
活動に協力する所存です。ありがとうござい
ました。

退任のご挨拶

㈱ﾋﾃﾞﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 鈴木 英夫

この度、監事を仰せつかりまし
た。

本年は、新組合の設立等行事が目白押しと思
います。微力ながら、当組合の発展のために
ご協力させて頂きます。

監事（再任）

津田産業㈱ 津田 鶴太郎

この度皆様のご推薦をいただき
理事4期目を務めさせていただき

ます。今期も引き続き、広報・IT委員長を仰
せつかりました。相互扶助の精神「組合員は
組合の為に、組合は組合員の為に！」のもと
誠心誠意努力してまいります。今後ともご指
導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

理事(再任)広報・IT委員会 委員長理事(再任)広報・IT委員会 委員長

㈱アビオス 田中 良彦

この度、理事の大役を仰せつか
りました。研修委員会と会員交流

委員会が合同になり、杉山会長と共に務めさ
せていただきたいと思います。会員皆様の充
実したライフワークの糧となるよう委員会活
動を行ないます。

理事（再任）
会員交流・研修委員会 委員長

㈱サンロマン 津田 征子

副理事長（再任）

この度、副理事長の大役に再任
されました。

八頭司理事長のもと新組合の設立に向けて尽
力させて頂きます。組合員の皆様の御協力と
御指導を宜しくお願い致します。

㈱百田工務店 百田 篤



TEL 092-622-2480 FAX 092-292-7999
http://www.washin-sangyo.co.jp/index.php
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和信産業株式会社 福岡支店

事 業 内 容

新 店 舗 紹 介

社 員 紹 介

弊社は昭和33年（1958年）に長崎県佐世保市で学生服販

売会社としてスタートしました。その後メンズカジュアル卸業として昭和

50年（1975年）福岡支店設立。現在の福岡支店は主に小物

雑貨関係の小売業が多くなっています。

場所は、博多駅前KITTE博多ビル6階、マルイさんのテナントとして出店

いたしました。坪数は、約50坪で店舗人員は6名になります。販売商品は

バック・帽子・雑貨関係が中心です。商材がアメカジ系SHOPと気軽な商品

がメインですので、遊びにきて楽しんで頂く感じのお店です。皆様も一度遊び

に来て下さい。

2016年4月21日 ブロンクス（BRONX）博多マルイ店オープン！

尾崎マネジャー

店舗運営管理が主な仕事です。

福岡支店に在籍。去年より出

店場所が車で行けない場所が

増えLCCを活用してます。

楠原さん

博多マルイ店開店の準備より入

社。販売担当になります。最近

海外のお客様も多く韓国語も

流暢に話せます。

中澤店長

現在人材不足で福岡市内別

店舗の店長を兼在。 暫くは大

変と思われます。個人的には最

近子供も生まれ幸せそうです。



佳 作

応 募 作 品数 105作品

応 募 企 業数 13社

応 募 人 数 29名

最 終 選 考 作 品
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22「2016春②」
セムインターナショナル㈱ 牟田英樹さん

優秀賞

35「阿蘇神社の火の国」
九州産業大学 経済学部

平井大心さん

最優秀賞

36「熊本城、夕焼けを背に」
九州産業大学 経済学部 平井大心さん

96「鍋ヶ滝」
㈱百田工務店 田中達彦さん

27「海」
九州産業大学 工学部

福居貴大さん

72「ハル・ULALA」
九州産業大学 商学部

関 栄達さん

74「ねこ☆パンチ」
九州産業大学 商学部 関 栄達さん

95「春の訪れ」
㈱百田工務店 田中達彦さん

29「快晴快走」
九州産業大学 工学部 福居貴大さん

17「心」
九州産業大学 商学部 仲村征絋さん

39「竹田の竹灯り」
九州産業大学 経済学部

平井大心さん

33「支笏湖の夕日」
九州産業大学 経済学部

濱田悠太郎さん

20「勘違い」
㈱サンロマン木下大輔さん

26「光のトンネル」
九州産業大学 工学部

福居貴大さん

58「春爛漫！」
愛犬と満開に咲き誇る桜
㈱I・P 中村弘明さん

38「燃ゆる心沈むなかれ」
九州産業大学 経済学部

平井大心さん

67「あおの道」
カイタック㈱ 杉岡達也さん

18「食われる事を悟った鳥」
㈱サンロマン 木下大輔さん

25「2016春⑤」
セムインターナショナル㈱

牟田英樹さん

24「2016春④」
セムインターナショナル㈱

牟田英樹さん

56「いつものイチョウ並木」
㈱I・P 中村弘明さん 14「生きる力」

九州産業大学 芸術学部
山上 舞さん



平成28年熊本地震義援金についてのご報告

今回、平成28年熊本地震に対する義援金を会員企業

の皆様に呼びかけましたところ、その総額は

7,008,306円となりました。

去る5月24日（火）に八頭司理事長と坂田副理事長

は西日本新聞民生事業団を訪れ、熊本県あてに寄託さ

れる救援金として全額をお渡ししました。皆様のご協

力ありがとうございました。
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健 康 セ ミ ナ ー 開 催 の ご 報 告

開催日時 平成28年5月18日（水）18：30～20：00
テ ー マ 「より良い睡眠が健康や長寿を生む」

～睡眠はこころとからだのバロメーター～
講 師 久留米大学病院 精神神経科教授

内村直尚氏
参 加 者 １４社４９名

研修委員会では、久留米大学病院精神神経科の教授、

内村直尚氏を講師にお招きし、睡眠についてのセミ
ナーを開催致しました。とても奥が深いお話で、あっ
という間の90分でした。

・ ストレスがかからないのは、睡眠している時という事を聞き、大変面白いと感じました。
・ 睡眠を制する人が人生を制する。
・ 寝すぎてもだめだ、質が大切ということが分かって良かったです。
・ 90分の倍数で睡眠をとると効率良い。勉強になりました。

受講者の印象に残った言葉

日時：7月14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

★400ml献血にご協力いただける方★

・ 体重：男女とも50㎏以上 ・ 年齢：18歳（男性は17歳）～69歳
（ただし、65歳以上の方については、60歳以降に献血経験がある方に限ります。）

★献血をしていただくために★

・食事と睡眠（前夜4～5時間）をとっておいてください。
・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。



ＦＦ20グループ企業“オロシアムサマーセール”開催報告

去る5月23日(月)・24日(火)の2日間“オロシアムサマーセール”

を開催いたしました。今回は、特々賞20,000円、特賞に10,000円ほ

か、空くじなしの現金をご用意しました。

また、『九州・熊本の応援活動』としてＦＦ20グループ企業と抽

選会場にポスターの掲示と、抽選会場に募金箱を設置致しました。

ご来店いただきました皆様、ならびに、ご協力いただきました会

員企業の皆様に感謝申し上げ、ご報告と致します。ありがとうござ

いました。

来店客数255店 売上金額 8,810万円
婦人既製服分科会 会長 金古嘉喜

福岡流通センター地域活性化部会主催「多々良・流通・夏まつり」

を開催いたします！

今年もBBQ食べ放題・縁日コーナー・ビンゴ大会などの企画を準備中で

す。さて、今年はどんな夏まつりになるでしょうか・・・楽しみにお

待ち下さい♪
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オロシアムFUKUOKA総合商品部会では、会員の交流を

深めるべく、春のゴルフ会を開催いたしました。空模

様は曇り、時には風に煽られながらも、異業種交流に

と有意義な一日を過ごすことができました。今回の優

勝は㈱クリーンサービス満山社長でした。

1. 日 時 平成28年5月24日（火）

2. 場 所 (社)下関ゴルフ倶楽部

3. 参加者 10名

オロシアムFUKUOKA総合商品部会 春の異業種交流会

（敬称略）

「第8回 多々良・流通・夏まつり」開催案内

日 程：平成28年7月23日（土）

時 間：17：30～20：30（開会式時間未定）

場 所：卸会館裏駐車場及びアルシュ様駐車場

趣 旨：従業員福利厚生・企業間親睦

駐車場：駐車場は各社にてご準備ください

氏 名 OUT IN GR HDCP NET

優 勝 満山 正明 (㈱クリーンサービス) 52 49 101 28.8 72.2

準優勝 白石 伸夫 (新電電協力事業(協)) 45 46 91 16.8 74.2

第３位 瀬藤 和広 (㈱藤秀) 47 43 90 15.6 74.4



7・8月の主な組合行事予定

行事名 日 時

 8月26日（金）16：00～ 理事会

 7月 5日（火）13：30～ 法律相談

 夏季献血

 法律相談

 7月14日（木） 9：30～

 7月23日（土）17：30～

 8月 2日（火）13：30～

 多々良・流通・夏まつり

 理事会  7月 8日（金） 9：30～

魔法のクローバーを探し
に出かけた二人の騎士の物
語。誰にでも平等なチャン
スに気づき、自ら行動する
ことの大切さを教えてくれ
ます。

紹介者：今坂 春奈 さん
(㈱ヒデトレーディング)

Good Luck

出版社：ポプラ社
著 者：アレックス・ロビラ

フェルナンド・トリアス・デ・べス今月の本棚

人生で一番考えていたあの
頃を思い出します。50年を
経た今でも錆びていない本
です。

紹介者：田村 康宏さん (㈱タムラ)

考えるヒント

人間はそれぞれ「ものさ
し」がある。相手の「もの
さし」に合わせて十分考え
ないと失敗するぞ。

紹介者：丸山 猛さん (助野㈱)

田中角栄 100の言葉
～日本人に贈る人生と仕事の心得～

紹介者：白石 博文さん (カイタック㈱)

銀翼のイカロス

読みやすく、内容も充実して
います。普段の営業活動にお
ける考え方が変わり、展開の幅
が広がりました。非常に有意義
な本です。

紹介者：小笠原 明さん (㈱石蔵商店)

1000円ゲーム
5分で人生が変わる「伝説の営業法」

半沢直樹シリーズ4作目も
勧善懲悪の展開ですが、胸
のすくような活躍を見せて
くれて、決め台詞の倍返し
も色あせておらず秀逸です。

出版社：ダイヤモンド社
著 者：池井戸潤

出版社：文春文庫
著 者：小林秀雄

出版社：宝島社
編 集：別冊宝島編集部

出版社：経済界
著 者：江上治

7月休業日のお知らせ
土・日・祝をお休みいたします

（7月2・3・9・10・16・17・18・23・24・30・31日）
※土日の営業はご相談可

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

組合員企業からのお知らせ

● 代表者交代
福岡流通警備保障株式会社

（5月27日付）
新任
代表取締役 馬場 喜義

退任 生野 賢一郎

ば ば き よし

しょうの けんいちろう
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