
第22回フォトコンテスト 佳作作品

「ねこ☆パンチ」
九州産業大学 商学部 関 栄達さん

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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福岡流通センター地域活性化部会主催『第8回多々良・流通・夏まつり』を7月23日（土）に

開催いたしました。豪華景品（ルンバ、ペア旅行券など）目白押しのビンゴ大会、バーベ

キューに縁日と大勢の参加者で会場が賑わいました。たくさんのご協力・ご支援を賜り、誠に

ありがとうございました。以下、当日の詳細をご報告いたします。

第8回 多々良・流通・夏まつりのご報告

◇ボランティアに協力いただいた企業様・・・26社112名

◇会場提供に協力いただいた企業様（駐車場移動含む）・・・・14社

㈱アイティマネジメント ㈱アビオス ㈱アルシュ ㈱アルバーノ

㈱石蔵商店 ㈱イノウエ 音伍繊維工業㈱ 九州包装機材工業㈱

興信㈱ ㈱サンロマン 助野㈱ ㈱スギヤマ

セムインターナショナル㈱ セムプランニング㈱ セムマルマツ㈱ セラビ㈱

㈱西日本総合保険 ㈱福岡銀行 津田産業㈱ ㈱ヒデトレーディング

フォーサイト㈱ 福岡流通警備保障㈱ 舞松原不動産㈱ 丸松セム㈱

㈱百田工務店 ㈱レイメイ藤井 ㈱流通自動車整備工場

㈱アルシュ ㈱明石ｽｸｰﾙﾕﾆﾌｫｰﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ カイタック㈱ ㈱スギヤマ

津田産業㈱ フジメン㈱ ㈱古荘本店 ㈱侶丹

和信産業㈱ ㈱ジャストタイム24 ㈱クリーンサービス クイジーヌ・タノツ

秀鳳㈱ ㈲パ・シェール



さる7月14日（木）卸会館3階にて「夏季献血」

が行われました。

蒸し暑い中、総計44社102名

の方にご協力いただき誠に

ありがとうございました。
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第36回
福岡流通センターまつり

2016年8月5日(金)、婦人既製服分科会(FF20）
では毎年恒例になりました「ディスプレイ講習
会」を開催致しました。
今年も(有)ビーナック めの恵子先生をお招

きし「卸専門向け」という講習をさせて頂きま
した。参加者は１０企業、３３名で昨年とは違
い座学を中心に行い、後半からは実際に先生に
よる実践講習も交え各参加者の方には非常に役
立つ講習会になった事だと思います。
今後も「ディスプレイ講習会」を現場に活か

す講習会にしていきたいと思っております。

婦人既製服分科会 会長 金古嘉喜

FF20「ディスプレイ講習会
(卸専門編)」開催報告

平成28年11月23日(祝・水)9:00～16:00
雨天決行

今年もワゴンセール（卸センター地域、RC
ビル）、メイン会場・ミュージック会場・プ
ロレス会場を開催予定です。
また、4月に発生したＭ7.3の熊本地震で大

きな被害を受けた熊本県の復興を応援するた
めに、会場の一部を使ってくまもと応援セー
ル（仮称）として熊本県産品フェアの開催を
予定しています。

今年も「下記発着場所⇔まつり会場」の
シャトルバスを運行いたします。
発着場所：JR吉塚駅、JR千早駅、

天神日銀前、粕屋町役場

開 催 日

シャトルバスについて

イベントについて

献血結果の実績

28年7月 28年1月 27年7月

（今回） （前回） （前々回）

400ml 88名 70名 93名

不採血 14名 10名 18名

（割合） (13%) (12%) (16%)

合計 102名 80名 111名

献血にご協力頂いた企業

㈱Ｉ・P ㈱アビオス ㈱アルシュ ㈱イシカワ

㈱イノウエ ㈱ウィルコーポレーション ㈱エフ・アール・シー 九州電気保安協会

九州ベアリング㈱ ㈱九装 ㈱ケイ・エス・デー 興信㈱

小竹正㈱ ㈱コトブキ ㈱サンロマン 秀鳳㈱

㈱新栄商会 セムインターナショナル㈱ セムプランニング㈱ セムマルマツ㈱

セラビ㈱ 高千穂倉庫運輸㈱ ㈱タムラ 津田産業㈱

㈱藤秀 ㈱ニコンインステック ㈱西日本シティ銀行 ㈱西日本総合保険

日本ビソー㈱ ㈲パ・シェール ㈱ヒデトレーディング フォーサイト㈱

㈱福岡銀行 福岡流通警備保障㈱ ㈱プロルート丸光 ㈱宝章堂

堀田丸正㈱ 松浦通運㈱ マルクニ運送㈱ 丸松セム㈱

㈱リックスプランニング ㈱リブ ㈱レイメイ藤井 (協)福岡卸センター

44社 102名



TEL : 092-938-1310 FAX : 092-938-1395
http://www.tamurafoods.co.jp
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株式会社タムラ（工場）

弊社は食品加工メーカーへの食品原料を供給する卸売業として43期を迎えます。

現在は卸売部門に加え、製造部門(包装事業)と家庭用部門(フリーズドライ食品販売事

業)の3本柱体制となっています。

今回紹介させていただく製造部門(包装事業)では、主に乾燥具材や粉末スープ等の小

袋包装製品の生産と商品開発を行っています。また、品質管理体制も整えており、安

全・安心な製品作りを目指しています。

吉永 Yoshinaga
生産部門 生産管理グループに所属。

機械オペレーターとして製造現場を監視し、品質向
上・生産性向上を目標に日々の業務を行っています。
野球大好き！ベイスターズファンです

粕屋町内橋の製造工場 工場内の作業風景
品質管理体制

粉末スープ充填包装機 粉末混合機 乾燥具材充填包装機

乾燥具材の小袋包装製品

一昨年からソフトボール部を設立し、毎年開催さ

れる企業対抗ソフトボール大会に向け、月1回程度で

すが楽しく練習をしています。

「合同練習＆練習試合大歓迎！

yoshinaga@tamurafoods.co.jpまでご連絡下さい」

第38回 企業対抗ソフトボール大会
集合写真

平井 Hirai 
生産部門 生産管理グループに所属。

機械、原料・資材、人の管理が主な仕事になり、毎日
様々な製品を作っています。野球大好き！巨人ファン
です。

大村 Omura
生産部門 品質管理・研究開発グループに所属。

品質管理と商品開発を担当しています。製造と連携し、
お客様に満足頂ける商品づくりを目指します。野球大
好き！ライオンズファンです。

※「ホークスじゃないんかい～！」と、突っ込んで下さい。

後藤 Goto
生産部門 生産管理グループに所属。

現場では良い製品を目指し日々の業務を行っています。
個人的には、最近子供が産まれて生活環境が変わりと
ても幸せです。野球大好き！タイガースファンです。
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夏の暑さも終わり、これから本格的な秋となるはずです

が、仕事が忙しいからか、ここ数年「秋」を感じず、あっ

と言う間に年末年始を迎えています。

季節を感じさせる9月の行事と言えばやはり「月見」です。

月見は主に旧暦8月15日から16日夜の「十五夜（じゅうご

や）」と旧暦9月13日から14日夜の「十三夜（じゅうさん

や）」があり、今年は「十五夜」が9月15日頃、「十三夜」

が10月13日頃となっています。

中国から中秋の十五夜に月見の祭事が伝わると平安時代

の頃から貴族の間で観月の宴や船などに乗り月を直接観ず

水面に映る月を見ながら歌を詠む遊びが流行したそうです。

現代の様に祭壇を作り団子を供え始めたのは江戸時代後

期からだそうで団子の形状も地域によって違いが有るそう

です。

また、中国では中秋節として盛大にお祝いし、香港、台

湾、ベトナムなどアジア各地で「月見」が催されているそ

うで時代、地域問わず月は人々を惹きつける何かを持って

いるのかも知れません。

皆さんも日頃忙しいと思いますが、日中の暑さが和らぎ

空気が澄んだ夜空に浮かぶ満月を見ながら秋を感じてみま

せんか？

きっと今年は秋を感じると思います。

（画像：ウィキペディアより引用）

㈱古荘本店
Rikio Arai
新井 力雄

月見の飾り

香港ヴィクトリア公園の花燈

ベトナムの仲秋節

9月と言えば・・・。
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社 名 ： 医療法人 辻内科クリニック

代 表 者 ： 辻 裕二

所 在 地 ： 福岡市東区多の津1-7-1

T E L ： 092-622-5800

F A X ： 092-622-6118

E - mail ： ytsuji@mocha.ocn.ne.jp

U R L ： http://www.tsujicl.sakura.ne.jp/index.html

業 種 ： 内科クリニック

従 業 員 ： 9人

設 立 ： 平成4年8月11日

資 本 金 ： 壱千万円

営業開始 ： 平成28年7月25日

新 し い 準 会 員 様 の ご 紹 介

【会社紹介】

当クリニックは開業以来、一般内科、消化器内科を中心として企業健診、産業医、学校

医等の業務を行っております。地域においてはかかりつけ医として、医療のみならず介護、

福祉、学校保健など幅広く活動しております。また、立地上、開業当初より企業健診、産

業医のご依頼が多く、産業医資格を取得し活動してまいりました。この度は、八頭司理事

長、百田副理事長様からのお誘いにより当組合の準会員に加えていただき深謝申し上げま

す。気持ちも新たに微力ではございますがこの地域の発展のため誠心誠意尽力して参りた

いと存じます。なにとぞよろしくお願い申し上げます。

理事長 辻 裕二 氏

オロシアムFUKUOKA流通研究会“第189回例会”

優勝は ㈱クリーンサービス 社長 満山正明氏

1. 開催日 平成28年8月5日（金）

2. 場 所 久住高原ゴルフ倶楽部

3. 参加者 15名

【個人成績表】

【特別賞】

（敬称略）

素晴らしい久住高原の景観と同伴者がシングルプレー

ヤーでしたので、迷惑かけないように頑張ったのが良かっ

たのでしょう。今回も運とツキで優勝させて頂きました。

ありがとうございました。

ベストグロス賞 中村弘明

ドラコン賞 瀬藤和広 村嶋猛弥

ニアピン賞
満山正明 中村弘明

瀬藤和広 梶木政伸

順 位 氏 名
ス コ ア

東 西 GROSS H・D NET

優 勝 満山 正明 43 45 88 14.4 73.6 

準優勝 中村 弘明 39 41 80 4.8 75.2 

第３位 田中 良彦 39 39 78 6.0 72.0 

第４位 前田 孝志 47 50 97 24.0 73.0 

第５位 百田 篤 49 48 97 21.6 75.4 

http://www.tsujicl.sakura.ne.jp/index.html
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第3回 フットサル大会開催について

オロシアムショップ http://oroshium.shop13.makeshop.jp/

協同組合福岡卸センターが運営しているOroshium shop‐オロシアム ショップ‐は、会員

企業従業員およびその家族の皆さまに向けて、お得な商品（会員企業取扱商品）をオンライ

ンショップにて販売しているサイトです。

キャンペーン第一弾として、8月には送料無料クーポンを発行いたしました。今後もキャン

ペーンを実施予定です。より多くの会員企業従業員およびその家族の皆さまにお得な情報を

発信していきます。ぜひこの機会に会員登録をお願いします。

※ 会員企業従業員およびその家族の皆さまが会員登録される場合には、「正会員」向け

限定商品や特別価格で商品をお買い求めいただけます。

協同組合卸センター ホームページ http://www.foc.or.jp/

福岡流通センター地域活性化部会では、第3回目となる「フットサル大会」を10月23日（日）

に開催いたします。たくさんのご参加をお待ちしております。

Oroshium shop‐オロシアム ショップ‐について

１．開 催 日 平成28年10月23日（日）

【室内につき原則として雨天実施】

２．時 間 ・集合受付 9：15

・開会式 9：45

・終了予定 16：00

３．会 場 雁の巣レクリエーションセンター

（多目的グラウンド）

４．参加対象 流通センター地域の企業従業員

５．お問合せ 福岡流通センター地域活性化部会

事務局：（協）福岡卸センター

℡092-622-2711

昨年の試合風景



別の世界で生きる人々
（ヤクザ）の生態がわかり
ます。ヤクザになる人々は
どの様な人達なのかを徹底
取材しています。

紹介者：中野 ひろみ さん (NCY㈱)

ヤクザになる理由

出版社：新潮新書
著 者：廣末登今月の本棚

自らの意志で決めること、
それをやり遂げることの大
切さと難しさを、一度立ち
止まって考えさせてくれる
ような一冊です。

紹介者：桑野 真帆さん (西日本バンドー㈱)

西の魔女が死んだ

出版社：新潮文庫
著 者：梨木香歩

気持ちが落ち込んだ時に
読むと元気がでます。前向
きになることの大切さを教
えてくれる一冊です。おす
すめです。

紹介者：瓜生 祐史さん (福岡流通警備保障㈱)

道は開ける

出版社：創元社
著 者：デール･カーネギー

紹介者：藤本 圭さん (フジメン㈱)

養生のヒント

出版社：KADOKAWA
/中経出版

著 者：五木寛之

「自分に対して肯定的な言

葉を投げかける技術」を通じ

て、潜在能力を解放し、人生

を素晴らしいものへと変えて

いく為の方法とは。

紹介者：二又 祐介さん (㈱立花マテリアル)

「言葉」があなたの人生を決める

超高齢社会に突入した日
本で生きていくための心と
体を整える教本。人生にお
ける苦しみも哀しみも命を
養う力とするヒントが満載。

9・ 1 0月の主な組合行事予定

9月休業日のお知らせ
土・日・祝をお休みいたします

（9月3・4・10・11・17・18・19・22・24・25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）

出版社：フォレスト出版
著 者：苫米地英人

行 事 名 日 時

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～

法律相談 10月 4日（火）13：30～

理事会 10月14日（金）10：00～

第3回フットサル大会（福岡流通センター地域活性化部会） 10月23日（日）
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