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で見やすくなりました！
< URL → http：www.foc.or.jp/ >

2017

VOL.477

4
Oroshium shop‐オロシアムショップ‐正会員登録状況

目標400名／198名（3/25現在） 前月比103.12％

第23回フォトコンテスト 佳作

「BIG WAVE」
㈱アビオス 山北摩弥さん



2月21日(火)10時より卸センター会館3階第3会

議室にて協同組合オロシアムFUKUOKAの創立総会

が会員99名ご参加のもと開催いたしました。

会員103社の皆様が参加される新しい協同組合

の創立が認められ、これより福岡県に対して認

可申請を行ない、準備期間を経て8月1日より事

業開始の予定です。

協同組合オロシアムFUKUOKA創立総会のご報告

❖ 協同組合オロシアムFUKUOKAとは・・・

『アジアの玄関口である福岡市のビジネスセンター』として、福岡県・福岡市及び地域

住民の繁栄と地区企業の発展に貢献することを目的に掲げ、協同組合福岡卸センターから

集金代行共同事業ならびに教育情報・福利厚生事業を引き継ぎ、さらに新規事業を創造す

る、新しい事業協同組合です。

卸センター地区の将来イメージは、商流・物流・情報・小売りが一体に展開できる「24時

間稼動のビジネスセンター」です。

❖ 組合員の資格・・・

「福岡流通センター地域の未来（永続発展の為に）次世代の創造」の実現を目指

すに賛同いただける皆様

建設業・製造業・運輸業・卸売

業・小売業・金融業・保険業・不

動産業・専門技術サービス業・飲

食サービス業・医療業・福祉業ま

たはその他サービス業

対象地域 対象業種

組合の地区内（福岡市、福岡県糟

屋郡粕屋町、新宮町及び志免町の

区域）に事業所を有すること
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共同事業のご案内

協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ 会員企業一覧（29.2.21現在）
㈱アイル・ジャパン ㈱明石ｽｸｰﾙﾕﾆﾌｫｰﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ アッサンブラージュ㈱ アドヴェンチャー㈱

㈱アビオス ㈱アルシュ ㈱イシカワ ㈱石蔵商店

㈱イトキュー ㈱イノウエ ㈲インプレス ㈱エヴァ

NCY㈱ ㈱エフ・アール・シー エルアンドエス㈱ 大高建設㈱

㈲大保運送 音伍繊維工業㈱ オーリンマネジメント㈱ ㈱カイタックファミリー

㈱カンサイホールディングス ㈱九装 ㈱クライミング 社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会

㈱グランジール ㈱クリーンサービス ㈱ＧＲＩＭＭ ㈱ケイ・エス・デー

興信㈱ ㈱弘進テック ㈱コスモ綜合印刷 小竹正㈱

㈱コトブキ福岡 ㈱さかい家具 ㈱サンモト ㈱サンロマン

三和シヤッター工業㈱ ㈱SHAELE 秀鳳㈱ 正栄食品工業㈱

㈱新栄商会 ㈱スウィング ㈱スギヤマ 助野㈱

㈱ｓｎｙｇｇ 正晃㈱ セムインターナショナル㈱ セムプランニング㈱

セラビ㈱ ㈱大東和 ㈱ダイマス 大松寿司

㈱立花A D M ㈱タムラ （医）辻内科クリニック ㈱釣王

㈱ディーキューブ ㈱東光 東部新興㈱ ㈱藤秀

㈱富永工芸 ㈱トライアルカンパニー ナイスビーム・ミュージック㈲ ナツアキ㈱

㈱ニコンインステック 西日本エレベータ㈱ ㈱西日本シティ銀行 ㈱西日本総合保険

㈱博運社 ㈲パ・シェール ㈱パラマ・テック バンドー・I・C・S㈱

㈱ヒデトレーディング ㈱ビルハード ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ福岡流通ｾﾝﾀｰ店 ㈲フィンテック

フォーサイト㈱ ㈱フォー・Ｒａｍｅ ㈱福岡銀行 福岡デンタル販売㈱

福岡流通警備保障㈱ フジメン㈱ ㈱古荘本店 ㈱プロルート丸光

㈱ホームクラフト 舞松原不動産㈱ 社会保険労務士法人マッチアップ 丸松セム㈱

ミサカ興産㈱ 明和グラビア㈱ ㈱百田工務店 ㈱森要

㈱山幸蒲鉾 ㈱やまやコミュニケーションズ ユースタイル㈱ ㈱リックスプランニング

㈱リバーシーン物流 ㈱リブ ㈱流通自動車整備工場 ㈱レイメイ藤井

㈱侶丹 ワーゲン㈱ 和信産業㈱ 合計103社
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TEL：092-629-0031 FAX：092-629-0032

株式会社プロルート丸光

プロルート丸光では、お客様のニーズにあわせた衣料・寝具・インテリア

から服飾雑貨・日用雑貨まで豊富な品揃えをしております。

また、独自で商品企画を行い、丸光オリジナルブランドを提供しています。

高品質で、リーズナブルな商品開発

に日々チャレンジしています。

● 竹島 永鯉 TAKESHIMA EIRI ●

以前はよく休日に趣味の魚釣りに行ってましたが、結婚してか
らは、全く行ってません。
今年は無理に時間を作ってでも、魚釣りに行って楽しもうと
思っています。

● 松田 健志 MATSUDA KENJI ●

30才を越えて健康の為にジョギングを始めました。
それまでは見る事も無かった箱根駅伝やマラソン中継も意識す
る様になり、自分はまだ10km程しか走れませんが、いつかは
フルマラソンを完走するのが目標です。

● 安本 和与 YASUMOTO KAZUYO ●

あっという間の入社15年目です。
ストア業務全般を担当しておりますが、この頃は年齢を感じる
日々もしばしば（笑）体力に負けない元気な挨拶と笑顔をモッ
トーにしています。

☺☺
☺
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株式会社プロルート丸光

竹島 永鯉
Eiri Takeshima

その大濠公園にはたくさんの魅力があります。私はよく遊歩道を1時間ほどかけゆっくりと歩くの

ですが、公園には緑が多く広がる池と豊かな花草が四季折々に色々なシーンを楽しませてくれます。

ただ歩くだけでもとても気持ち良いです。もし疲れても途中で休憩出来るベンチはもちろん、カ

フェもあるのでコーヒーを飲んでゆったりと時間を満喫します。

また色々な人との出会いも多くあり、園内にある児童遊園では家族連れの方と子供を通して仲良

くなる事もあります。犬を散歩している方には触らせて頂いたり、ジョギングされている方から挨

拶をしてもらったり、先日は観光に来られている外国の方と友達になりました。

このように大濠公園は都心であるけど自然が多く、そしてたくさんの人々とのコミュニケーション

の場所でもありとても素敵な公園だと思います。

『大濠公園』

これからは桜の咲く時期が近づいてきました。満
開の桜の中のんびりと歩いて景色を楽しむのはおす
すめです。

皆さんも是非大濠公園を堪能されてみてはいかがで

しょうか？

春にはお花見、夏には花火大会が行われる大濠公

園に一度は行った事があるという方も多いと思いま

すが、私は40代に近づき再度訪れてみて最近はその

魅力にはまっています。

今回は私の大好きな大濠公園を紹介したいと思い

ます。

大濠公園は福岡市のほぼ中央に位置し、総面積が約

39万8千平方メートル、うち約22万6千平方メートルの

池を有した、全国有数の水景公園です。公園内には、

池の周辺約2kmの遊歩道やジョギングコース、野鳥の

森、児童遊園、能楽堂、日本庭園、ボートハウスなど

があります。

歴史としては慶長年間、黒田長政が福岡城を建築する

時、博多湾の入江であったこの地を外濠として利用、

昭和2年ここで開かれた東亜勧業博覧会を機に造園工

事を行ない、昭和4年県営大濠公園として開園したも

のです。今からおよそ88年前に誕生し、毎年行われる

夏の大濠花火大会も昭和6年から開催というとても長

い歴史がある公園です。
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おすすめの一冊

株式会社古荘本店

新井 力雄
Rikio Arai

今回は最近読んだ小説の中でおすすめの一冊をご紹介致します。

「ゴールデンスランバー」（新潮文庫）

著者 伊坂幸太郎 出版日2007年11月

最近の作品では無いのですが、2008年本屋大賞を受賞した面白い作品です。

首相暗殺の濡れ衣を着せられた主人公青柳の逃亡劇を描いた作品。

巨大な陰謀から逃れる為、様々な仲間に支えられながら逃げ延びるスリリングな展開

が読み手を引き込みます。

この小説を読み始めた当初は「ハッピーエンド」で終わるだろうと解釈していました

が、そうでは無く、「なぜ濡れ衣を着せられたのか？」、「巨大な陰謀元は誰なの

か？」という「知りたい」を読み手に植え付ける手法が素晴らしく、著者の凄さを感

じました。

また、文章の章立てが素晴らしく、読み終わった後も再度読み直しで面白いお気に入

りの作品です。

この小説は映画化（主演 堺雅人）してますが私は小説

をおすすめします。

600ページを超える長編作品ですが、あっと言う間

に読み上げた久しぶりのヒット作です！

是非、皆さんも読んでみてください！
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平成29年度 正副ブロック長のお知らせ

「オロシアムFUKUOKA防犯パトロール」
2月のパトロール！

今年度のオロシアムFUKUOKA防犯パトロールは、12月より2月まで3回の開催を予定しており

ましたが、残念ながら2月22日(水)の第3回目は雨天中止でした。

地域の安心安全の為、寒い中での徒歩巡回にボランティアでのご参加、誠にありがとうござ

いました。パトロールにご協力いただいた皆様は下記の通りです。

お礼と共にご紹介いたします。

㈱アビオス ㈱イシカワ ㈱イノウエ ＮＣＹ㈱ 音伍繊維工業㈱2名 カイタック㈱

㈱クレスト ㈱ケイエスデー 興信㈱ 小竹正㈱6名 ㈱サンロマン ㈱スギヤマ2名

ナツアキ㈱ ㈱ヒデトレーディング フォーサイト㈱ 福岡流通警備保障㈱

フジメン㈱ ㈱古荘本店 丸松セム㈱ ㈱百田工務店 (協)福岡卸センター

（計21社28名：敬称略）

ＦＦ20グループ企業“春の繊維まつり”開催報告

来店客数 310 店 売上金額 9,245万円

去る3月5日(日)・6日(月)の2日間“春の繊維まつり”を開催いたしま

した。

今回は、得々賞現金10,000円10本、特賞に福岡アジアコレクション入

場券ペア5組ほか、空くじなしの現金を準備致しました。

両日共に暖かい春の陽気の中、多くの方に御来場いただき心より感謝

申し上げます。

また、ご協力いただきました会員各社の皆様に御礼を申し上げると共

に、以下のご報告を致します。ありがとうございました。

婦人既製服分科会 会長 金古嘉喜

会 社 名 役 職 氏 名 会 社 名 役 職 氏 名

A ㈱侶丹 社長 日永 裕章 丸松セム㈱ 部長代理 中島 正信

B フジメン㈱ 部長 中村 修一 ㈱イノウエ 常務取締役 花山 義弘

C ㈱アルシュ 取締役営業部長 寺田 健治 ㈱レイメイ藤井 センター長 赤星 広輝

D ㈱イシカワ 次長 杉尾 哲孝 ㈱石蔵商店 社長 石蔵 利治

E ㈱プロルート丸光 店長 竹島 永鯉 音伍繊維工業㈱ 取締役営業部長 堀　志津也

ブロック長 副ブロック長
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ファンタジーのジャンル
を超えた作品です。政治・
階級社会・暗殺・恋愛と楽
しめます。展開が読めない
内容で推理小説の要素も有。

紹介者：髙山 寛さん (セラビ㈱)

烏に単は似合わない

出版社：文藝春秋
著 者：阿部智里

まるで映画を観ているか
のようなアクションと謎解
きの連続。歴史、宗教、現
代科学の謎が複雑に構築さ
れる様は圧巻の一言。

紹介者：大久保 倫子さん (㈱タムラ)

マギの聖骨 上・下

出版社：竹書房
著：ジェームズ・ロリンズ
翻訳：桑田健

聖マリア病院との関係で
この写真集を見ました。福
岡の大名町教会は、現在聖
マリア病院の敷地内に、移
設整備されています。

紹介者：杉山 秀彦さん (㈱スギヤマ)

大いなる遺産長崎の教会

写真：三沢博昭
解説：川上秀人

紹介者：中尾 裕一さん (㈱古荘本店)

たった1分でできて、一生が変わる！
朝の習慣 PREMIUM

少年少女から大人たちへリ
レーされる感激必死の物語。
この本に隠された仕掛けが大
人達に光を届ける。解説は映
画作家の大林宣彦さん。

紹介者：宮永 尚美さん (㈱立花マテリアル)

光

すぐにでも役立つ朝の習
慣が掲載されており、自分
ができる事を実行すれば快
適な朝の生活を送れるオス
スメの一冊です。

出版社：光文社
著 者：道尾秀介

今月の本棚

出版社：学研プラス
著 者：佐藤伝

4・5月の主な組合行事予定5

行事名 日 時

 平成29年度新入社員

  オリエンテーション

 平成29年度新入社員  4月 4日(火)   9：00～

  ビジネスマナー研修      5日(水)   9：00～

 第47回通常総会  5月26日(金)

 理事会  5月12日(金)   9：30～

 4月 3日(月)  13：30～

 法律相談

 理事会

 4月 4日(火)  13：30～

 4月 9日(日)   8：30～

 4月14日(金)   9：30～

 第39回ソフトボール大会

 法律相談  5月 2日(火)  13：30～

組合員企業からのお知らせ

● 合併および商号変更（4月1日付）

前商号 西日本バンドー株式会社

代表者 代表取締役社長 松尾 聡

新商号 バンドー・I・C・S株式会社

(英文名：BANDO INDUSTRIAL 

COMPONENTS ＆ SERVICES,LTD.)

代表者 代表取締役社長 荒木 孝
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