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ＦＦ20グループ企業“九州応援セール”開催報告

去る6月6日（月）・7日（火）の2日間に、『九州・熊

本の応援活動』の一つとして“九州応援セール”を開催

いたしました。

今回は、特賞に10,000円、１等に5,000円のほか、空く

じなしの現金をご用意致しました。

また、４月にご案内しました2,000円のクオカードプレ

ゼントにつきまして、当選者30名の方へ商品を発送させ

ていただきました。

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253店 売上金額 7,815万円

婦人既製服分科会 会長 金古嘉喜

卸センター会館1階部分において、７月２５日（月）から辻󠄀内科クリニック様が開業されま

した。流通センターにお勤めの皆さまは、健康維持・管理にお役立てください。

・旧所在地）〒813-0034 福岡市東区多の津3丁目1-24

新所在地）〒813-0034 福岡市東区多の津1丁目7-1 福岡卸センター会館1階

・辻󠄀内科クリニックホームページ http://www.tsujicl.sakura.ne.jp/

・待ち時間や診療状況確認サイト 右記QRコードからご覧ください→
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日 程 平成２８年８月２４日（水）９：００～１７：００

会 場 卸センター会館 第3会議室

講 師 一般社団法人日本経営協会 西藤孝子氏

受 講 料 １名につき２，０００円（昼食、テキスト代含む）

目 的 入社５ヶ月を経て自分自身の職場での言動を振り返り、さらなる

ステップアップを目指し仕事遂行能力の向上のために具体的な

行動等の変容をはかること

新入社員ビジネスマナーフォローアップ研修会のご案内

辻󠄀内科クリニック様 移転のお知らせ

http://www.tsujicl.sakura.ne.jp/


2

1.日 時 平成28年7月8日（金）～9日（土）

2.場 所 別府 ホテル・エール

3.参加者 13名

オロシアムFUKUOKA繊維部会“総会”開催報告

「優良経理担当者」を受賞しました

繊維部会では、今年度の総会を大分県別府市「ホテル・エール」で、繊維部会としては5

年目となる持ち出し総会を開催しました。

総会では、27年度事業・収支報告が承認されて後、28年度事業計画・予算審議においては、

更なる情報交換会・研修会の開催など、事業内容を一層拡充する方針が確認されました。

また、総会終了後の懇親会では、会員相互の親睦を深めるとともに貴重な情報交換の席とし

て長時間にわたり熱心な意見交換が行われました。

今年参加できなかった繊維部会の皆様には是非、来年度のご参加をよろしくお願いします。

受講者の声：

・ 新ライン・シルエットの袖の製図を詳しく教えて頂きとても勉強になりました。

・ ドロップショルダーのコートは昨年から課題だったのでとても為になりました。

❦テーマ❦

Ⅰ. ドレーピング

2016～17秋冬コレクションから

今シーズン話題のザ・ロウのコート（写真左）

Ⅱ. トレンドの説明

ステラマッカートニーのシャツのトワルで今シーズ

ンのシャツ衿の変化について説明（写真右）

Ⅲ. 質疑応答

Ⅰ.日 時 平成28年6月11日（土）9：00～17：00

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 23名

黒部裕子氏による“第1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

＊ （一社）日本アパレル・ファッション産業協会 福岡支部では、パタンナーの方を対象

に実技を中心としたセミナーを年4回開催しております。

＊ ドレーピングとは・・・ボディ（人台）に布を当てて、洋服のシルエットを表現して

型紙を作る方法です。

さる6月7日（火）に開催された「公益社団法人東福岡法人会

定時総会」において、当組合より高木主任が、永年経理及び会

計業務に従事し事務に精通した優良職員に与えられる『優良経

理担当者表彰』を受賞しました。



TEL 092-622-2766 FAX 092-622-2790

http://www.natsuaki.co.jp
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ナツアキ株式会社

事 業 内 容

社 員 紹 介

当社は、国内有数のファンシーキャラクター雑貨商品総合商社です。

国内メーカー300社以上から集めた取扱品目の多さは、当社の魅力のひと

つです。その他、自社考案のサイフ、ポーチ、ソックス等多数商品取り揃えて

おります。

財津昌平(ZAITSU SHOHEI)

入社２年目になりますが、日々
ひとり旅してるような気分で各地
に営業まわっています。

いつも、はらぺこあおむしのように

食べてばっかりのジブリ大好き人

間です。休日は、趣味でCello

弾いてます～。

日比生七海(HIBIO NANAMI)

昨年入社し、２年目になりました。

休日は友達と買い物をしたり、ドラ

イブをしたりしてます。

寝ること食べることが大好きです。

好きな食べ物はラーメンです。

野中愛子(NONAKA AIKO)

昨年入社し、今年で２年目に
なりました。

休日は友達と遊びに行ったり、

録画したドラマを見たりして過ご

しています。

好きなキャラクターは、ダッフィー

です。
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和信産業株式会社

浦山 政昭
Masaaki Urayama『家系図作成のすすめ』

元々家系図がある家系は現在少なくなり、最近、新たに家系図を作成する方も多いみたいです

ので、参考になればとの思いで筆をとります。個人で調べているため、間違い等もあると思われ

ます。

今から40年程前、「ルーツ」と言うテレビドラマが流行った頃、当時、私が小学生だった夏の

宿題で家系図作成と言う事で、父親に頼んで父方の菩提寺へ過去帳を調べに行った事がきっかけ

で、父親がその後も母方を含め作成してたみたいで、今から8年前に完成しました。

作成すると中々便利な物で、私の父親の世代から孫の世代になると、ほぼ曾祖父母の由来・名

前も先祖が何をした人なのかも分からない状態なので、一度作成すると、現在の親戚一覧も把握

でき便利な物かと思います。

現在の戸籍から調べると上手くいって明治期までは遡るのは可能みたいです。現在の戸籍は、

江戸時代の人別帖を引き継いだもので、明治5年壬申戸籍が元で、その後、昭和23年過ぎに今の形

になったようです。戦前の戸籍は、戸主単位で一族の兄弟、その子の嫁入り先まで記載があり、

現在の様に結婚すると戸籍が分離するのは昭和20年代後半からみたいです。

明治期以前となると、先祖の墓石か先祖の菩提寺を調べるのが手早い気がします。

私の父方の場合、先祖の墓石は明治と昭和に2度の墓の引っ越しがあり墓石が失われており、現

在38基残っているが古くて文字が消失しかかっており、江戸期の年号がかろうじて見えてる程度

で家系図作成には無理だったため、菩提寺に行き過去帳を見せてもらい作成致しました。ただ、

過去帳は草書で墨書きのため暗号解読の感じになります。残念な事に明治初期の引っ越しのため、

菩提寺を変更したみたいで私から6代目で途絶えていました。元の菩提寺は明治初期の廃仏毀釈運

動で廃寺になり過去帳も失われたみたいです。

私の母方の場合は先祖が陶工であるため比較的簡単に辿れました。1598年朝鮮の役のおり、平

戸藩に連れて来られた陶工のため、私から12代目迄ですがそれ以前は不明でした。家系図は親戚

一覧みたいな気楽な感じで作成して残した方がいいと思われます。自分の葬式等で困った感じに

なる可能性もあります。

＜写真説明＞
① 父方の祖先が300年～400年程度住んでいた屋敷跡
② 父方の祖先が住んでいた地域の小さな菩薩像
③ 菩薩像由来書

この菩薩像不思議な事に母方の祖先が作成、寄進してました。



オリンピック7人制ラグビーの魅力
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株式会社アビオス
田中 良彦

Yoshihiko Tanaka

初めてオリンピックの公式種目となったラ

グビー！しかも15人ではなく7人制のラグ

ビーについて、ご紹介します。そもそもオリ

ンピックの種目に選ばれるためには男女共に

成立する競技である事が条件です。つまり、

女子ラグビーもあるわけです。今回、大和撫

子もサクラセブンとして見事オリンピック出

場を勝ち取りました。女子は8月6日（土）～

8日（月）、男子は9日（火）～11日（木）の

3日間にわたり開催されます。

男女共に参加国は12カ国、プールA〜Cの3組、各4チームに分かれ、各プール1位、2位

と各プール3位のうち、上位2チームの計8チームが準々決勝に進出します。プール戦にお

ける勝点は、勝ちが3点・引き分けが2点・敗戦が1点となります。

日本の男子（世界ランキング15位）はプールCに入り、ニュージーランド（3位）、イ

ギリス（8位）、ケニア（7位）と対戦します。ニュージーランドとは、これまで大敗続

きで勝つのは難しく、イギリスとケニアに勝って2位突破で予選プールを勝ち抜いてほし

いと思います。

日本の女子（11位）はプールCでカナダ（3位）、イギリス（4位）、ブラジル（10位）

と同じプールとなり、カナダとイギリスは優勝を狙えるチームで、残りは地元ブラジル

と厳しい対戦が続いています。最低でもブラジルには勝利し、予選を突破したいところ

です。

セブンズの見どころは、何といってもそのスピード感。人数が少ないため、個人の判

断力、スキルで差がつく部分も多く、巧妙なパスやエキサイティングで流れるようなプ

レーも多いです。グランドは15人制と同じ広さの為、一人一人の運動量が半端なくとに

かくハードです。そのため15人制の40分ハーフではなく7分ハーフ計14分で行われます。

なお、スクラムは15人制のラグビーが通常8人で組むのに対し、セブンズの場合は3人で

組みます。さらに、時間短縮のため、トライ後のゴール、反則後のペナルティーゴール

は、ボールを地面にワンバウンドさせてから蹴るドロップキックのみで、15人制のよう

にボールをキックティーに置いて蹴るプレースキックは行ないません。残念ながら五郎

丸ポーズは見られませんね。

また、試合時間が短いため、1日に何試合も行われます。スタジアムの中では、BGMで

盛り上げたり、観客同士が仮装して観戦したりと、お祭りのような雰囲気を味わえると

いうところも、セブンズの魅力の一つです。

色々書きましたが、男子の主将を務めるイケ

メン桑水流（くわずる）選手は地元福岡大学出

身、藤田選手も東福岡高→早稲田、福岡選手は

福岡高校→筑波大、ラティアナラ選手は玄海タ

ンガロア福岡に所属と4人も地元から出場しま

す。女子も可愛らしい選手達が圧倒的に体格差

のある相手に勇敢に闘いを挑みます。とにかく

面白いので応援しましょう。
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当店看板、四川麻婆豆腐と担担麺は中国四川省から取り寄せた
調味料や自家製のこだわり調味料を複数使用し、

香り豊かな料理に仕上げております。
是非一度ご賞味お願い致します。

▲担々麺（単品） 680円（税込）

● 四川麻婆豆腐セット･････････････ 750円

● 担々麺セット･･･････････････････ 750円

● ミニ麻婆豆腐と担担麺セット･････ 950円

● 担々麺（単品）･････････････････ 680円

※セットのお客様はご飯、スープ、漬物が
おかわり自由でご利用頂けます。

☎ 092-287-9203麻婆豆腐・担担麺 専門店 とだや

価格は全て税込み

▲ミニ麻婆豆腐と担担麺セット
950円（税込）

▲四川麻婆豆腐



8・ 9月の主な組合行事予定

今月の本棚

様々な抑制のある仕事に
対して、すぐやる脳の作り
方が書かれてある。脳を鍛
える為に適度な負荷とその
習慣化の必要性が見えてく
る。

紹介者：杠 幸治さん (興信㈱)

結果を出せる人になる！
「すぐやる脳」のつくり方

「選択の科学」は、過去
の成功の体験からくる選択
基準などの、日常でよくあ
る選択について記述されて
います。

紹介者：大村 祥太さん (音伍繊維工業㈱)

選択の科学

紹介者：野口 貴彦さん (㈱タムラ)

毎日かあさん4 出戻り編

「生きている限り、バッドエン

ドはない。僕たちはまだ途中だ。

これから続きをやるのだ」と

思った部分がおすすめです。

紹介者：三宅 順一さん (㈱古荘本店)

火花

アルコール依存症と10年
孤独に戦い、家庭に戻って
きた鴨ちゃんと家族の最期
の6ヶ月。西原理恵子ワール
ドの真骨頂と呼べる一冊。

出版社：毎日新聞社
著 者：西原理恵子

出版社：学研プラス
著 者：茂木健一郎

出版社：文藝春秋
著 者：又吉直樹

8月休業日のお知らせ
土・日・祝をお休みいたします

（8月6・7・11・13・14・15・20・21・27・28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）

行 事 名 日 時

法律相談 8月 2日（火）13：30～

新入社員フォローアップ研修 8月24日（水） 9：00～17：00

理事会 8月26日（金）16：00～

多々良中央中学校 職場体験 9月 7～8日（水～木）

法律相談 9月 6日（火）13：30～

理事会 9月 9日（金） 9：30～

出版社：文藝春秋
著 者：シーナ・

アイエンガー
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