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1 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/ >

Oroshium shop‐オロシアムショップ‐正会員登録状況

目標400名／192名（12/25現在） 前月比101.58％
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新年のご挨拶

オロシアムFUKUOKA
協同組合福岡卸センター
理事長 八頭司 正典

Masanori Yatouji

謹賀新年

平成29年年頭の御挨拶を申し述べさせて頂きます。

皆様、お揃いで新しい年の門出を、希望に満ちて飾られた事とお慶び申し上げます。

旧年中は、関係各位の皆様方より、多大なご支援・ご指導を賜りました事、また組合

員企業の皆様方の御協力御尽力のお陰で組合の一体化、協調路線で組合運営がスムーズ

に、しかも健全経営で進んでいます事、皆様方のお陰と心から感謝申し上げます。

当地 協同組合福岡卸センターも、皆様ご存じの通り組合設立から50年、昭和48年の

第１期開業からも45年を迎え、歴史と伝統の街に成り、九州福岡の流通拠点としての役

割を担ってきました。

そして今、組合員が一致協力し、新しい時代への対応に真剣に取り組んでいる所です。

新しい時代の創造、また課題の解決の為発想を拡大し、地域を拡大し、組合員数を拡大

し、総合力を最大限に働かして、新しい街の創造。アジアに拡かれたビジネスセンター

の創造、そして、便利で働き易い美しい街の創造。この指針の元、いよいよ本年がス

タートの年です。約110社という巨大な組合でのスタートの年です。

夢と希望に燃えて頑張りましょう。

皆様方の御健勝・御多幸を心からお祈り申し上げ、新年の御挨拶と致します。

ありがとうございました。

≪課題目標≫

１．新組合創立に向かって・新体制の確立

２．公共交通軌道の乗り入れ・運動・立ち上げ

３．当地区の規制緩和の実現



2017年のキャンペーンテーマの募集には65通の応募をいただき、誠にありがとうございました。

多数の作品から、各ブロックで第一次審査を行い、広報・IT委員会、会員交流・研修委員会で最終

審査の結果、下記作品に決定いたしました。
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最優秀賞

作者のコメント

ひょうたんから駒が出ました。このような賞を頂くのは小学生時代以来で
す。ありがとうございました。
オロシアムFUKUOKAの歴史を創って頂いた皆様への感謝と笑顔が、これから

も発展の原動力となり、さらに門前市をなすような年にしていきたいという
願いを込めています。人、自然、地域に感謝することが、今後の歴史や文化
の伝承、発展につながると信じています。よい１年でありますように。

丸松セム㈱

古野 茂昭

2

佳 作

2017 輝く未来へ

笑顔あふれる夢と希望の街オロシアムFUKUOKA
㈱ヒデトレーディング 松本加奈絵

2017 この街いいね

みんなで築こう オロシアムFUKUOKA
フォーサイト㈱ 松尾徹

2017 未来を創造

世界に羽ばたく オロシアムFUKUOKA
㈱ヒデトレーディング 今坂春奈

2017 かがやく明日へ

笑顔あふれる 情報発信源の街 オロシアムFUKUOKA
㈱ヒデトレーディング 桶本 千寛

2017 全力疾走

駆け抜けろ オロシアム福岡
㈱ヒデトレーディング 二場 雄太

Reborn（再生） プロジェクト 実施中！

2017新たなる出発 オロシアムFUKUOKA
(協)福岡卸センター 村嶋 猛弥

2017 期待を込めて

企業と街に将来の希望を掲げよう
オロシアムFUKUOKA
㈱百田工務店 河野彰

2017 愛される街

未来を描く輝きの空間オロシアムFUKUOKA
㈱百田工務店 松谷雅弘

<2017> 

みんなの笑顔で福来たる
いつも笑顔と真心を よっていかんねオロシアム

㈱イノウエ 原 祥二

2017 One For All，All For One

挨拶から広がる地域の和
㈱アビオス 草壁 泰介



TEL：092-623-1201 FAX：092-623-1180
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株式会社イノウエ

弊社は婦人服を扱う会社で、昭和38年（1963年）にスタートし、53期を迎えています。

小物から上着やスカート・パンツなど、
単品からセット物までお客様の要望に合
う商品を提案させていただいています。

特に、オリジナル商品に力を入れており、
中でもボトムスは幅広いお客様に定評が
あり、トップスとのコーディネートはきっと満
足のいく組み合わせを提案できるのでは
ないでしょうか。
着心地の良い商品をより沢山の方々に

提供する事が私達の想いであり、願いで
す。

✦社員紹介✦

✦事業案内✦

今年で入社5年目になります。これからも日々努力していきたいと思います。
趣味は映画鑑賞で、映画館で見ると、大画面・大音量で家で見る時よりも迫力がありオススメで
す。いつか4DXの映画を見に行きたいと思っています。

営業一筋、早や11年、行く先々での諸先輩方との出会いや情報交換が私を成長させてくれます。
『日々努力』が座右の銘です。

入社11年 社内で営業の補佐役に全力投球です。
アフター5は自慢の足腰を活かしてママさんバレーの仲間入り。
一日があっと言う間に終わってしまいますね～。

大谷 裕二 Otani Yuji

小田 将晴 Oda Masaharu

浜田 良子 Hamada Ryoko
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会員交流・研修委員会ではインテリアスタイリスト・収納アドバイザーの広瀬順子氏をお迎

えし、収納セミナーを開催いたしました。人生が変わる目からウロコの内容が盛りだくさんで

あっという間の1時間30分でした。講演終了後も受講者の方々と質疑応答をされていました。

収納セミナーのご報告

「オロシアムFUKUOKA防犯パトロール」
12月のパトロール！

12月7日(水)に今年度第１回目のオロシアムFUKUOKA防犯

パトロールを下記の組合員様のご協力で実施しました。地

域の安心安全な街づくりを目指して、ご登録いただきまし

たボランティアの皆さまと団地内をパトロールしていきた

いと思います。ご協力ありがとうございました。

・キッチンの収納法則を活用してみたい「コの字」って収納は初耳です。

・「物のありがたみが分かる→大切にする→感謝」というループが素敵だなと思いました。

・物によっての収納の仕方がわかって良かったです。

去る11月25日、なみきスクエア（東市民センター）で開

催された自治協議会サミットにおいて、『地域のまち・絆

づくりを応援する団体』に贈られる感謝状が、福岡市から

福岡流通センター地域活性化部会に授与されました。

今回の感謝状は、ラブアース・クリーンアップやブック

リサイクル、夏まつりにおける地域の皆様との交流など、

地域活動に積極的に取り組む活動が評価され、地域のま

ち・絆づくり、共創のまちづくりに寄与するものとして、

認められたものです。

福岡流通センター地域活性化部会
福岡市より感謝状を授与されました

福岡流通センター地域活性化部会は平成22年に発足し、現在、福岡流通センターに関る企業

20社20名で活動を行っています。皆様からのご参加をお待ちしています。

受講者の声

ＮＣＹ㈱ カイタック㈱ ㈱ケイ・エス・デー
小竹正㈱2名 ㈱スギヤマ ㈱ヒデトレーディング
㈱古荘本店 丸松セム㈱ ㈱百田工務店

（協）福岡卸センター （計10社11名：敬称略）

・開催日時 平成２８年１１月１５日(火)

１８：００～１９：３０

・場 所 卸センター会館 ３階 第３会議室

・テ ー マ 「収納スイッチオン！

であなたの人生が変わります！」

・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
・受 講 者 １３社２７名
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毎年恒例のボウリング大会について、組合員企業間の交流、親睦を深める趣旨にて今年も開

催いたします。多くのみなさまのご参加お待ちしております！

1.開催日時 平成29年1月29日(日)受付9：00～

2.開催会場 パピオボウル（千代文化スポーツセンター）

福岡市博多区千代1-15-30 ℡092-633-2500

ホームページ http://www.papio.jp/bowling/

3.参加資格 組合員企業に在職する従業員のみなさま

4.参加定員 130名

5.お問合せ (協)福岡卸センター ℡622-2711 担当：長沢

第27回ボウリング大会のご案内

★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。

・ 高血圧（複数剤）、高脂血症、花粉症などの薬を服用されている方は、お薬手帳または服用

されているお薬の持参にご協力お願いします。

・ 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。

～昨年の様子～

○日時 ： 1月24日（火）
9：30～11：30 12：30～15：30

○場所 ： 卸センター会館
受 付 : 3F 第1会議室

実施場所 : 会館駐車場 献血バス内

※今回は献血バスで実施致します。
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福岡魚市場から獲れたての魚を提供しています。

大小宴会承ります。
料金は、3,000円から御相談にのります。

☎ 092-621-6427大 松 寿 司

↑店内の生簀(いけす)

カウンター席、お座敷にて
お食事をお召し上がり頂け
ます。(写真右)
お車でお越しの方は店舗裏
側の専用駐車場をご利用く
ださい。(写真左)

● すし定食･････････････ 1,500円（税別）

● 天刺定食･････････････ 1,500円（税別）

● 刺身定食･････････････ 1,000円（税別）

● 煮魚定食･････････････ 1,000円（税別）

↓すし定食

↑刺身定食→



音を中心にネイティブ風
の発音に重点を置いた本で
す。英語が話せなくなった
方に最適と思われます。
私もリトライ中です。

紹介者：浦山 政昭さん (和信産業㈱)

怖いくらい通じるカタカナ英語の法則

出版社：講談社
著 者：池谷裕二

今の時代に合ったSNSを
使うつながりのビジネスや
モノを売るのではなく体験
を売る事など仕事のヒント
になる本だと思います。

紹介者：渡辺 亮さん (㈱百田工務店)

つながりで売る7つの法則

出版社：日本経済新聞出版社
著 者：藤村正宏

脳は何もしないでも勝手
に疲れていく。身体を休め
るのも大切だが、脳を休め
ることも疲労を回復するに
は大切である。

紹介者：丸山 猛さん (助野㈱)

最高の休息法

出版社：ダイヤモンド社
著 者：久賀谷亮

紹介者：池田 加奈子さん (カイタック㈱)

ずっとそばにいるよ

出版社：プラザ
著 者：長谷川聡子

IT心理学で会社をブラック
企業からホワイト企業へと進
化させる55の心得。武器とな
るのはITであり効率化の推進
となります。

紹介者：菊地 儀和さん (㈱イシカワ)

IT心理学

心がホッとする可愛い絵
本です。小学生でも読める
内容ですので、大切な人が
元気がない時にプレゼント
するのにピッタリです。

1・ 2月の主な組合行事予定

福岡流通センター連合会主催の人

権研修会をNPO法人 はぁとスペース

代表 山本美也子氏を講師に迎え、

出版社：プレジデント社
著 者：小山昇

人権研修会のお知らせ

平成29年2月16日

(木) 15時00から卸

センター会館3階会

議室にて開催いたし

ます。

行事名 日時

 法律相談  1月10日(火)13：00 ～

 理事会  1月12日(木) 9：00 ～

 新春講演会  1月12日(木)11：00 ～

 新年互礼会  1月12日(木)12：00 ～

 全員協議会・臨時総会  1月17日(火)10：30 ～

 第27回ボウリング大会  1月29日(日) 9：30 ～

 法律相談  2月 7日(火)13：00 ～

 理事会  2月10日(金)10：00 ～

 (協)オロシアムFUKUOKA創立総会  2月21日(火)10：00 ～

どなたでも無料でご参加いただけ

ます。

今月の本棚
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