
第22回フォトコンテスト 佳 作

「春の訪れ」
(株)百田工務店 田中 達彦さん

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 平成28年11月23日(水・祝日)

開催時間 9：00～16：00 雨天決行

販売時間 8：00～16：00

主催 福岡流通センターまつり実行委員会

共催 福岡市

後援 粕屋町

協賛 多々良校区、若宮校区、松島校区の各自治協議会

第36回福岡流通センターまつり

メイン会場：卸会館裏駐車場

＜ご来場をお考えの皆さまへ（お願い）＞

今年も、無料シャトルバス(運行時間 7：30～16：30)を運行します！

公共交通機関または無料シャトルバスをご利用ください。来場者用駐車場が大変不足しており

ます。

・ 発着場所：天神日銀前・JR吉塚駅(西口)・JR千早駅(西口)・粕屋町役場

・ 来場者用駐車場：九州団地倉庫駐車場(1,000円／1台）

＜ステージスケジュール(9：00～16：00)＞

プロレス会場：㈱パラマ・テック様駐車場

九州産業大学プロレス研究部のみなさんによる「流通センター大会」を行ないます。

ミュージック会場：第1号駐車場

＜ワゴンセール会場(販売開始時間は8：00から16：00まで)＞

卸センター地域・FRCビルにて60社以上が出店いたします。

※オロシアム通信2016年9月号にてご案内した「くまもと応援セール

(仮称)」は諸般の事情により、開催見合わせとなりました。

FMC音楽連盟による野外ライブコンサートを開催します。

出演者様は、DARTs、宗像太郎、Romeo Riders、サミポン、井上みちかずwithゴジラ田中、

二刻パラノイア、80’s Night Jack’s、マーシャル青山バンド、バルーン5、花魁マッスル

ズ です。

おいらんふっこく

出演団体様は、多々良保育園〔遊戯〕、若宮太鼓〔太鼓演奏〕、福岡市消防音楽隊〔吹奏

楽〕、ファンキービート〔ダンス〕、粕屋よさこい踊り(桜舞連)(威吹)〔踊り〕、多々良中

学校吹奏楽部〔吹奏楽〕、糸音〔琉球民謡〕、フラルミマハロ〔フラダンス〕、綾杉太鼓

〔太鼓演奏〕です。

おうぶれん いぶき

いちゅに
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将来の進路について主体的に選択できる力の育成を目指し実施される「職場体験学習」に、

今年も福岡市立多々良中央中学校の生徒さん10名を会員企業7社に受入れていただきました。

2日間の体験を通して、働く事の大変さ、大切さ、喜びを感じ、これからの生活や進路につ

いて考える時間であったと思います。

まだ幼い中学2年生の受入に御協力くださいました会員企業様に厚く御礼申し上げます。あ

りがとうございました。

平成28年度 多々良中央中学校職場体験学習

山梨県流通センター様 来訪されました

去る10月7日(金)に、協同組合山梨県流通センターよ

り未来検討特別委員会の皆様がオロシアムFUKUOKAを視

察のため来訪されました。

当組合役員との情報交換会では、双方の組合とも

「新たな一体性維持」を共通の課題と捉えた上で、社

員研修や団地祭り、ネット通販など多岐にわたる具体

的な内容に関して意見交換を行い、その後に行われた

懇親会においても交流を深め、今後も更なる情報交換

を行う事をお約束しました。

【 職場体験学習受入企業 】
㈱アビオス ㈱サンロマン ナツアキ㈱ ㈱ヒデトレーディング
フォーサイト㈱ ㈱古荘本店 丸松セム㈱

延べ来店客数 523 店 延べ売上金額 17,260万円

“秋のファッションまつり”は、当初9月4日(日)5日

(月)に開催を予定していましたが、台風12号の接近に伴

いまして6日(火)までの延長と、さらには9月20日(火)21

日(水)の日程を追加して開催致しました。

台風は警戒に反して、大きな影響はございませんでし

たが、外出が憚れる状況の中、ご来場いただきましたお

客様、誠にありがとうございました。

FF20グループ企業“秋のファッションまつり”開催報告

婦人既製服分科会 会長 金古嘉喜

2度に亘り、ご協力いただきました会員各社の皆様に感謝申し上げますと共に、ご報告と致

します。ありがとうございました。



TEL：092-611-0200 FAX：092-611-6621
http://www.sugiyama-g.co.jp
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株式会社 スギヤマ

石原 悠基 Ishihara Yuuki
趣味はスポーツ観戦や体を動かすことです。
まだ２年目なので仕事を早く覚えて、一人前の職
人になって家族を支えていきたいと思っています。

「ものづくりを通してその時代の文化を後世に伝える!!」

私たち株式会社スギヤマは、「鳶・土工事」を中心に、ビル・マンション

・橋脚等のあらゆる分野の建設工事をすすめる上で重要な役割を担う専門家

集団です。

事業案内

社員紹介

江﨑 亮 Esaki Ryo
趣味は休日にスポーツをすることです。まだ鳶を始
めて間もないですが、しっかりと覚えて一人前の鳶
になりたいと思います。

浦田 郁弥 Urata Fumiya
趣味はスポーツをすることです。特技はサッカーやソ
フトテニスです。休日は友達とご飯を食べに行った
り、福岡を旅しています。毎日大変ですが早く仕
事に慣れ技術的にも向上できるよう努力します。

田中 芙弥 Tanaka Fumi
休日は友達と遊びに行ったり食べ歩きなどをしてリ
フレッシュしています。写真は人気のかき氷です。
入社２年目ですが初心を忘れず頑張ります。
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ゆめタウン博多の１Ｆに『ベリーベリースープ』という洋食屋さ

んがあります。メインのスープからワッフルなどのデザートまで、

種類が幅広く、すべてのメニューがテイクアウト可能なのでおすす

めです！

その中でもおすすめのセットは、選べるスープ・ごはんorパン・サ

ラダで８００円以内！お仕事帰りに食事をして帰ることもあります。

デザートとドリンクも入った女子会セットがあり、お手軽におしゃ

れな空間で食事をしながらゆっくりお話しができるので、とても気

に入っています。お店を出る時に、「今度来た時は何を食べよう

か・・」と考えるくらいです。

お店を知ったきっかけは、こちらの店長が当社の新築オーナー様

ということです。ご自宅新築の時からお世話になり、家族構成が変

わったという事で１年前にリフォームをさせていただきました。

このような、お客様とのつながりを大切にしていきたいと考えてい

ます。これからもお店に行って、全メニューを食べてみたいと思っ

ています。

「ちょっとお茶でも・・・」と気軽に立ち寄れるお店だと思います

ので皆様もお食事・お茶会にいかがでしょうか？

㈱百田工務店
Kamada chie
鎌田 千恵私のお気に入り
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オロシアムFUKUOKA会員企業の取扱商品が、会員企業従業員とその家族が会員登録されるこ

とによって「正会員」特別価格で購入いただける、オンラインショップサイトです。

会員拡大のため、正会員に登録された方を対象にクーポンを発行するなどの、期間限定キャ

ンペーンを実施しています。キャンペーンの詳細については、オロシアムFUKUOKAのフェイス

ブックページでご確認ください。

※ 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。

Oroshium shop‐オロシアム ショップ‐について

収納セミナーのご案内

〇 テ ー マ 「収納スイッチオン！であなたの人生が変わります！」

～誰にでも簡単にできる目からウロコの収納のノウハウをお伝えして

ずっと抱えている収納のお悩みを一気に解決いたします。

家事の効率アップはもちろんですが、仕事の効率アップにも繋がりますよ～

〇 講 師 インテリアスタイリスト・収納アドバイザー

広瀬 順子 氏

〇 開催日時 平成２８年１１月１５日(火)１８：００～１９：３０

〇 場 所 卸センター会館 ３階 「第３会議室」

〇 参 加 費 無 料

〇 問 合 せ 卸センター事務局(☎６２２－２７１１)

〔会員登録方法〕

http://oroshium.shop13.makeshop.jp/
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フリュウゲル21のご案内

本年12月から施行される繊維製品取扱い表示記号の改訂にともない、販売現場でのお客様対

応のためのセミナーが下記の通り開催され、当組合会員企業の皆様にもご参加いただきました。

1.日 時 平成28年10月4日(火） 16：00～17：30

2.場 所 福岡商工会議所 4階403～405

3.講 師 JAFICコンプライアンス委員会・品質管理小委員会 委員長 長谷川幹眞

（㈱三陽商会 事業本部生産戦略事業部ｸｵﾘﾃｨｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾃﾞｨｳﾞｨｼﾞｮﾝ長）

4.主 催 表示責任者のための取扱い絵表示のISO移行に関するガイドライン作成協議会

5.後 援 福岡商工会議所

オロシアムFUKUOKAが保有管理しているワンルーム

タイプ“フリュウゲル21”についてご案内いたしま

す。

フリュウゲル21は、管理人常駐かつオートロック

完備とセキュリティ性が抜群のマンションです。お

部屋(広さ28.01㎡)には、広い収納スペース・IHミニ

キッチン・脱衣所・独立洗面所・ウォシュレット付

きトイレがあり、敷地内駐車場もご利用いただける

ため、入居中の方からは大変ご好評頂いております。

福岡卸センター (担当：長沢)
TEL ：092-622-2711

E-mail：oroshi@mocha.ocn.ne.jp

‘販売現場で活用できる’分かりやすい新しい（一社）日本アパレル・ファッション
産業協会福岡支部 取扱い表示記号セミナー 開催報告

また、家賃2ヶ月無料キャンペーンもご活用いただけますので、是非ご検討下さい。

広い収納 脱衣所 独立洗面所 ｳｫｼｭﾚｯﾄ完備



皆様もファッション業界
の方が多いのでお持ちと思
います。私は、レディース
が専門外なので分からない
時にお世話になってます。

紹介者：浦山 政昭さん (和信産業㈱)

早引きファッション・アパレル用語辞典

出版社：ナツメ社
著 者：能澤慧子今月の本棚

他人を羨み、自らの現状
を嘆く事無く、今現在、自
分の置かれた状況で、精一
杯に努力することの大切さ
を考える。

紹介者：瀬藤 育男さん (㈱藤秀)

置かれた場所で咲きなさい

出版社：幻冬舎
著 者：渡辺和子

「意味のある雑談をすれ
ば仕事や人間関係が変わ
る」そんなメッセージのも
と、雑談力を高める方法を
具体的、実践的に解説して
ます。

紹介者：竹島 永鯉さん (㈱プロルート丸光)

超一流の雑談力

出版社：文響社
著 者：安田正

紹介者：永井 起夫さん
(㈱明石スクールユニフォームカンパニー)

新入社員から社長まで
ビジネスにいちばん使える会計の本

出版社：ダイヤモンド社
著 者：安本隆晴

第2弾、サラリーマンのひと

時の喜びの一つ、おいしい物

はおいしく食べよう。みそカツ

が食べたい。

紹介者：小玉 克也さん (㈱ケイ･エス･デー)

サラリーマン・シノダ部長の
てっぱんメシ

ユニクロ、アスクルなど
の監査役を務める著者が、
決算書の注目点から資金繰
り、会計PDCAの回し方をや
さしく解説しています。

1 1・ 1 2月の主な組合行事予定

行 事 名 日 時

法律相談 11月 1日（火）13：30 ～

理事会 11月11日（金）10：00 ～

収納セミナー 11月15日（火）18：00 ～

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

法律相談 12月 6日（火）13：30 ～

理事会 12月 9日（金）16：00 ～

臨時理事会 12月13日（火） 9：30 ～

出版社：KADOKAWA/
メディアファクトリー

著 者：篠田直樹
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