
第22回フォトコンテスト 佳作作品
「快晴快走」

九州産業大学工学部 福居 貴大さん

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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○開催日時 平成28年8月24日（水）9時～17時

○場 所 卸会館3階第3会議室

○参加者数 6社16名

2016年 新入社員ビジネスマナーフォローアップ研修のご報告

参 加 者 感 想

講 師 所 感

株式会社石蔵商店 藤元勇樹

今回の新入社員フォローアップセミナーを受講して、4月に参加したオリエンテーションで

学んだことを改めて確認する良い機会となりました。また、今回受講したことにより、自分を

客観的に見ることができ、今何が足りないのかを理解することが出来ました。そしてそれらを

今後少しずつ改善していきたいと思います。

これから私が仕事をしていく中で、大事な心構えや、自分がしなくてはいけない事に責任を

持ち、今の自分が社会人としてやれる事を精いっぱい頑張っていきたいと思います。

株式会社ヒデトレーディング 福島彩音

新入社員フォローアップセミナーを受講して学んだ事は、電話応対の良い例悪い例、来客応

対マナー訪問マナー、職場用語を具体的に教えていただきました。入社して約5ヶ月たちまし

たが、まだまだ分からない事が多すぎてまわりの方に迷惑ばかりかけているので、一つでも早

く仕事を覚えていきたいと思います。そして学んだ事をきちんと生かしていけるよう、一つ一

つの行動も気をつけながら仕事をしていきます。

とても貴重な経験をさせていただき、本当にありがとうございました。学んだ事を生かして

仕事を頑張ります。

株式会社百田工務店 林真輔

今回の研修は、4月に参加させて頂いた研修で学んだ事を振り返るとても良い機会となりま

した。研修で学んだ中で特に３つの事に気をつけて業務を行います。

1つ目は、些細な事でも忘れない様メモを取ることです。2つ目は、相談をする時には自分の

考えをまとめた上で行うようにします。3つ目は、言われた事等を聞くだけで終わらず、復唱

確認を行い聞き間違いがないようにします。この、3つの事に注意して1日でも早く会社のお役

に立てるよう業務に励んで参ります。この度は、本当に有難うございました。

一般社団法人日本経営協会講師 西藤孝子氏

全体的には4月に比べると社会人としての振る舞いが随分と出来ていました。電話応対はま

だまだですが、経験を積むことによって上達することと期待します。職場で間違った言葉遣い

を会得していた方もおられましたので、あらためて基本に忠実に行って頂きたいと切に願いま

す。参加姿勢にはほぼ好感を持ちました。（あくび連発が見えた方もいましたが…）真面目に

参加されましたが仕事の中の研修であることを踏まえると、質問がほとんどなかったところが

残念です。研修に能動的に参加することの大切さを是非ご理解いただきたいと思います。また、

会話・雑談の練習もしましたので是非目上の方との会話に臆することなく接して自信に繋げて

ください。
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応募作品数 63作品

応募企業数 11社

応 募 人 数 32名
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TEL：092-281-0135 FAX：092-271-1905
http://www.ishikura-s.co.jp
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株式会社 石蔵商店

『計量器』、どのようなイメージがありますか？

私たちは、計量器を取り扱っていく中で、さまざまな利用方

法を感じてきました。

家庭では、キッチンスケールや体内脂肪計(ヘルスメータ)。

病院では、身長計・デジタル体重計や薬剤用分析天秤。

製造工場では、防水はかりや自動計量器。

工業関係では、吊りはかり・大型台はかりやトラックスケール。

これらはほんの一部でありまだまだ多くの場所で利用され、ま

た進歩し続けています。

私たちは、皆様とそして計量器と共に進歩していけるよう取り

組んでいます。

軽量コンパクトで

持ち運びが楽々。

シンプル操作で

快適フィールド

ワーク！

六枝 崇平
Mutsueda Shuhei
今年入社しました。営業として
様々な現場を回らせて頂き、新し
いことを日々学び、成長させて頂
いています。
趣味はサッカー観戦です。コパ・ア
メリカ、EURO、オリンピック！
2016年はとても熱い1年です！

篠原 百合香

Shinohara Yurika

去年入社し、2年目になりました。
様々な体重計に乗って、こっそり
健康管理しています。でも、お菓
子が大好きです！！
最近は、友達と普段行かない所
へプチ旅行することにハマっていま
す！！
次の目標は海外です！！

小笠原 明

Ogasawara Akira

今年で入社2年目となります。9
月より、産業技術総合研究所
（つくば市）にて一般計量士とい
う国家資格取得の為、研修を受
けてまいります。趣味はサイクリング
です。先日は、佐賀県嬉野市～
呼子へ自転車旅をしてきました。
夢は自転車で全国制覇です。あ
きらめたらそこで試合終了です。

CAS ポータブルベンチスケール（当社オリジナル製品）

○計量器卸・販売・修理・検査・校正業務

○計量器システム製品販売・設置・付帯工事業務

○分銅製造及び販売・検査業務・建築材料（軽量骨材）製造・販売業務・石材販売及び施工
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津田産業株式会社

諸石 卓也
Takuya Moroishi

『家族Ⅱ』

にとっても同じことが言えますけどね。孫4人を我が家に預け自分は遊びに出かけることなんて

ショッチュウです。ゆっくりとした自分の時間が欲しい。そらーそうでしょう。4人の子育て大変だ

と思います。保育士経験があるとはいえ想像を絶するものがあるんじゃないでしょうか。

昨年の冬でしたか、1週間おきに孫4人ともインフルエンザにかかり看病でゲッソリと痩せた娘を

見たときには本当に泣きそうになりました。頑張ってる娘に対し頑張れとはなかなか言えませんよ

ね。

先日、ヒップホップダンスに夢中な優華ちゃん『たくやじいちゃん、たまごやき造ってあげる』

と言って台所に立ち器用にヘラを使い見事なまでのそれを造ってくれました。美味でした。アンタ

の造ったのよりよっぽど美味しいとは、口が裂けても言えません。

前回「かぶと塚」に投稿させて頂いたのが9年前、子・

孫をテーマにしたものでしたが、早いものです。私も嫁さ

んも還暦を過ぎ、長女33歳・次女も29歳となりました。あ

れから孫も2人増え4人となり月に2回は家族9人の大所帯に

なるのです。

私は、孫4人〈優華（10歳）・龍太郎（9歳）・まおみ

（4歳）・幸之助（3歳）〉から『たくやじいーちゃん』と

呼んでもらい、目じりをさげつつ、怖い顔を作っておりま

す。縁あって建築士の嫁となり、隣町に住む長女にとって

母親が近くに居るのがいかに安心出来ることなのか、女房

最後に、次女はま

だ独身です。結婚す

るにしても近くに居

なさい。遠くは駄目

です。娘達よ、父さ

ん・母さんはいつも

2人を見ています。

孫たちが泊まりに来た夜、恒例行事を行います。それは寝る前に孫

4人の背中を幸之助君から順にやさしくさすってあげることです。こ

れがお互い癒しになるんですよね。元気をもらってます。

・・



～ことといの里 小野川自然プール～
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興信株式会社
杠 幸治

Kouji Yuzuriha

少し前になりますがお盆休みに家族で大分県日田市のこ

とといの里（小野川自然プール）という所に行ってきまし

た。

小野川をせき止めて作った自然プールで、水深約0.3ｍ

の幼児用プールと水深約1.0ｍの少し深めのプールと全長

約20ｍの直線ウォータースライダーがあります。プールの

周りは高さのある木々に囲まれており、日陰も多いので

プールに入らない人でも十分涼むことが出来ます。

夏休みの期間中に開放され、冷たく綺麗な川の水を利用し

ており、絶えず子ども達の楽しそうな声が響いてきます。

特にウォータースライダーは子ども達に大人気で傾斜は

それほどありませんが、それなりにスピードが出て水しぶ

きをあげながら滑っていました。

私も4歳になる娘と一緒に何度も滑り、娘以上に楽しんで

いたかもしれません。

また3つレーンがあるので、ほとんど待つことなく順番が

回ってくるのも子ども達には嬉しいポイントの一つかもし

れません。

連日猛暑日の続く日田でしたが、それでも川の水が非常

に冷たい為すぐに体が冷えてしまいます。保護者の方は子

ども達にしっかりと休憩を摂らせてあげて下さい。

私の娘も唇を青くし、体を震わせながらまだ遊びたいと

駄々をこねていました。

来年は甥っ子や姪っ子も連れて行きたいと思います。
是非皆さんも行かれてみてください。普段見られないよ

うな子ども達の笑顔が見られると思います。

また更衣室はありますが、

ロッカー等が無いため貴重品

の管理には多少気を遣います。

駐車場もそれほど広くなく、

私たちは10時30分頃に到着し

て何とか駐車できましたが、

すぐに満車になり、路上駐車

をしている車を何台も見かけ

ました。マナーとルールを守

り楽しんでください。
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平成28年11月23日（祝・水）

9：00～16：00 雨天決行

※ワゴンセール会場の販売開始時間は

8：00から

〇 共催： 福岡市

〇 後援： 粕屋町

〇 協賛： 多々良校区、若宮校区、

松島校区の各自治協議会

メイン会場〔卸会館裏駐車場〕にて出演いた

だく皆様をご紹介いたします。

福岡市消防音楽隊、多々良保育園、多々良中

学校吹奏楽部、若宮太鼓、綾杉太鼓、ファン

キービート、糸音〈いちゅに〉、粕屋よさこ

い踊り、フラルミマハロなど（予定）

第36回
福岡流通センターまつり

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様のため
にお得な商品（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。
ぜひこの機会に「正会員」登録をお願いしま
す。

オロシアムショップ
http://oroshium.shop13.makeshop.jp/
QRコードよりサイトをご覧頂けます。

Oroshium shop
‐オロシアム ショップ‐

について

メールアドレス :  oroshi@mocha.ocn.ne.jp

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

会員企業従業員（その家族を含む）、関係者及び九州産業大学

（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10月25日（火）まで

テ -マ

提出方法

締 切

対象者

表 彰

【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

http://oroshium.shop13.makeshop.jp/


誰しも後悔はつきもの。
そして、もう一度やり直せ
るならそう願う。そんな過
去に戻れる喫茶店に行って
みたくないですか？

紹介者：森田 和則さん (フォーサイト㈱)

コーヒーが冷めないうちに

出版社：サンマーク出版
著 者：川口俊和今月の本棚

憲法ってなに？という疑
問を解決してくれる一冊で
す。口語訳の文章が面白く、
補足もついていて、楽しく
憲法を学べますよ。

紹介者：馬場 一哉さん (㈱アルシュ)

日本国憲法を口語訳してみたら

出版社：幻冬舎
著 者：塚田薫

幕末、命を賭して密航し
た、長州薩摩の若者を受け
入れ、世界を知らしめた化
学者で、知の巨人と言われ
た人の伝記です。

紹介者：杉山 秀彦さん (㈱スギヤマ)

アレキサンダー・ウィリアム・ウィリアムソン伝

出版社：海鳥社
著 者：犬塚孝明

紹介者：諸石 卓也さん (津田産業㈱)

大地の咆哮

出版社：PHP研究所
著 者：杉本信行

主人公、アロナックス教授

は色々あって謎の潜水艦に

搭乗することに。海底を舞台

に繰り広げられる、ハラハラ・

ドキドキの冒険。

紹介者：山地 英雄さん (㈱クレスト)

海底2万マイル

「元上海総領事が見た中
国」末期がんを宣告された
彼の最後の仕事、中国の光
と影、可能性とリスクを探
る。

1 0・ 1 1月の主な組合行事予定

行 事 名 日 時

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)

法律相談 11月 1日(火)13：30～

理事会 11月11日(金)10：00～

第36回
福岡流通センターまつり

11月23日(水・祝)
販売時間 8：00～16：00
開催時間 9：00～16：00

わたしたちのオロシアム

FUKUOKAでは、毎月1日を「環

境整備の日」と定め、環境整

備に努めています。『オロシ

アムFUKUOKAの一員として知ら

ない方とも挨拶を交わしなが

ら』さらに環境美化を推進し

ましょう。

出版社：講談社 青い鳥文庫
著 者：(著)ジュール・ベルヌ

(翻訳)加藤まさし

毎月1日は環境整備の日
（または第1営業日）


	★☆彡28.10P0表紙★
	★☆彡28.10P1 ビジネスフォロー★
	★☆彡28.10P2川柳コンテスト★
	★☆彡28.10P3オフィス通信★
	★☆彡28.10P4かぶと塚★
	★☆彡28.10P5マイオアシス★
	★☆彡28.10P6フォトコン・まつり・ショップ★
	★☆彡28.10P7裏.今月の本棚★

