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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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目標400名／225名（7/25現在） 前月比104.65％



6月20日(火)13時より卸センター会館3階第

2・3会議室にて、会員企業65社ご参加のもと

開催いたしました。説明会は、八頭司理事長

挨拶、石河委員長からの趣旨説明、事務局に

よる概要説明と続き、その後、共同事業協力

企業の方にお越し頂き各社案内やメリット等

をご説明いただきました。

また、組合の運営に関する説明会は8月に

開催を予定していますので、こちらにも是非

ご参加下さい。

協同組合オロシアムFUKUOKA共同事業説明会の開催報告

教養セミナー「自分らしく生きる」
〜チームで掴んだ銀メダル〜 開催のご報告

次長

会員交流・研修委員会では、リオパラリンピック

女子マラソン銀メダリストの道下美里氏をお招きし

て教養セミナーを開催いたしました。道下選手の体

験談と前向きで素敵なお話は、参加者の胸の奥まで

熱く届き、あっという間の時間でした。

1. 日 時 平成29年6月15日(木)18：30～20：00

2. 場 所 卸センター会館 第3会議室

3. 講 師 リオパラリンピック女子マラソン

銀メダリスト 道下美里氏

4. 参加者 9社30名

共同事業協力企業一覧・・・協力企業名〔共同事業名〕

㈱西日本総合保険〔損害保険〕、九州福山通運㈱〔共同配送〕、㈱博運社〔共同配

送〕、新電電協力事業(協)〔高速道路〕、㈱イデックスリテール福岡〔ガソリン・

リース・新電力〕、相光石油㈱〔ガソリン〕、喜多村石油㈱〔ガソリン〕、㈱西日本

宇佐美〔ガソリン〕、福交運輸事業㈱〔タクシー〕、㈱国際タクシー〔タクシー〕、

㈱流通自動車整備工場〔自動車整備〕、三菱電機ビルテクノサービス㈱〔昇降機〕、

㈱フクテック〔昇降機〕、㈱サニクリーン〔環境衛生商品〕、㈱ダスキンサーヴ九州

〔環境衛生商品〕、福岡流通警備保障㈱〔警備〕、西鉄旅行㈱〔JR券・航空券〕、河

野産業㈱〔包装資材〕、舞松原不動産㈱〔フリュウゲル〕、㈱ハチダイ〔ビル管理〕、

(協)福岡卸センター〔施設利用〕

・とても胸が熱くなりました。道下選手の意志の強さをとても感じました。

・笑顔の裏にある「苦しみと絶望をいくつも乗りこえてきた精神力に敬服しました」

・仲間の大切さ、有難さ等普段感じられないあたりまえの事が改めて感じられて良かった

です。

参加者の感想
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当組合オロシアムFUKUOKAが有する単身者向けワンルー

ムタイプ“フリュウゲル21”は、管理体制の見直しを行

ないました。

管理人を置かずに、今後は入居者募集から賃料・敷金

等の出納や入退去の手続き、清掃・設備管理など、フ

リュウゲル21に係る管理業務の一切を舞松原不動産株式

会社様へ委託させて頂きます。

オロシアムFUKUOKA総合商品部会ではこの度、会員

の交流を深めるべく春のゴルフ会を開催いたしまし

た。前日の悪天候とは打って変わって爽やかなゴル

フ日和に恵まれ、異業種の交流に有意義な一日を過

ごすことが出来ました。今回の優勝は、新電電協力

事業(協)白石代表理事でした。

1. 日 時 平成29年6月8日(木)

2. 場 所 JR内野カントリークラブ

3. 参加者 7名

オロシアムFUKUOKA総合商品部会 “春の異業種交流会”

（敬称略）

フリュウゲル21管理体制変更のお知らせ

1. 日 時 平成29年7月7日(金)～8日(土)

2. 場 所 小国町はげの湯温泉「まつや」

3. 参加者 10名

オロシアムFUKUOKA繊維部会“総会”開催報告

繊維部会では、今年度の総会を小国町はげの湯温泉「まつや」で、繊維部会としては6年目

となる持ち出し総会を開催しました。

総会では、28年度事業・収支報告が承認されて後、29年度事業計画・予算審議においては、

更なる情報交換・研修会の開催など、事業内容を一層拡充する方針が確認されました。

また、総会終了後の懇親会では、会員相互の親睦を深めるとともに貴重な情報交換の席とし

て長時間にわたり熱心な意見交換が行われました。

今年参加できなかった繊維部会の皆様には是非、来年度のご参加をよろしくお願いします。

名 称：フリュウゲル21（福岡市東区原田4丁目8番38号）

管理会社：舞松原不動産株式会社（☎092-671-7171）
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順位 参加者名 OUT IN GROSS HDCP NET

優勝 白石 伸夫 42 42 84 8.4 75.6 

準優勝 夏秋 忠明 47 47 94 18.0 76.0 

3位 奥田 茂 52 53 105 28.8 76.2 



TEL：092-621-9711 FAX：092-621-9712
http://tachibana-m.co.jp

株式会社立花マテリアル福岡営業所

✦土木・建設資材の製造・販売。ベントナイトや粘土、セメント混和剤に代表され
る土木資材だけでなく、建築材料、化成品、計測機器、さらに各種プラントサイロ
の供給まで、土木工事関連をトータルで多彩に展開。

田中 幸喜 Tanaka Kouki

篠栗町に住んでいます。夜中
に犬と散歩中、角を曲がった
ところでイノシシとばったり
遭遇！驚きのあまり愛犬とも
ども固まっていたら、向こう
もびっくりしたのかピタリと
固まってしまいました。しば
らく見つめ合った後、何事も
なく去っていきました。

✦今なら期間限定で「保証料無料」と「初月
家賃無料」のキャンペーン中です。出来たば
かりの真新しい綺麗なコンテナボックスです。
スペースのサイズは１．３畳から８畳までの
６サイズ！荷物を運ぶのにとっても便利な台
車の無料貸出も行っております。ぜひご活用
ください！

✦また、バイク乗り必見！便利なスロープ付
きバイクボックスもあります。収納に御困り
の際はぜひ一度ご相談ください。

谷 四四文 Tani Yoshihumi

とある日曜日、暇を持て余し
ていたので「佐賀競馬」で１
日暇をつぶして”ちょっとだ
け”勝ち越して帰ってきまし
た。スーパーラッキー！

二又 祐介 Futamata Yusuke

最近、「水」にはまっておりいろんな
ところに水を汲みに行っています。
古賀の薬王寺温泉のラドン泉水
や、佐賀のしゃくなげの里の天然
水が特にお気に入りです！
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▲2.6帖タイプ▲4.0帖タイプ ▲バイクボックス



TEL：092-622-2761 FAX：092-622-2800
http://www.ns-ishikawa.com

株式会社イシカワ
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明太子入り生地に
６種の食材を乗せた
ザクザク食感の
トッピング菓子！！

・小豆甘納豆フリーズ
ドライパウダー使用！！

・小豆みるく味の甘みに
ちょっぴりお塩！！

絶妙なお味に
仕上がりました♡

お菓子は「文化」お菓子の情報創造流通業。
私達は、お菓子を通じて「いい会社」を目指します。

最大よりも最良を求め、地域社会に貢献し子供家族に誇れる
「いい会社」を目指しています。

商 品 紹 介

株式会社 セシカ

トッピング

・明太子 ・チーズ
・白えび ・赤えび
・天かす ・のり

生地

・明太子
・あごだし
・昆布だし
・カツオだし

卸センター
ネットショップにて
好評販売中！！



『新しい自分！』

ナツアキ株式会社
平野さゆり

Sayuri Hirano

「貴方の趣味は何ですか？」

私の趣味は、カメラです。

まだ始めて半年程ですが、今ではすっかりカメラの魅力

にはまりインドア派だった私が、瞬く間にアウトドア派へ

と変身しました。

一概にカメラと言っても、その世界はとても広くて深い

です。撮影の仕方もそうですが、レンズなど細部までこだ

わりを持たれている方が沢山いらっしゃるのを知って、始

めた当初はとても驚かされました。
しかし、初心者向けのカメラ

であれば手軽に始められますの

で、老若男女問わずユーザーが

多いのも印象的です。そのため

趣味を通して、県内・県外問わ

ず沢山の友人が出来たことも私

がここまでカメラにハマるきっ

かけになっています。

カメラを始めたばかりの頃は、大好きな空や風景、お花などをよく撮影していました

が、現在一番夢中になって撮影しているのは、飛行機です。

他県出身の私としては、街中を低空飛行する飛行機(街飛び)にとても興味が湧きまし

たし、綺麗な空とそこを飛ぶ飛行機を上手くコラボさせて撮影できた時はとても嬉しく、

満足した気持ちになれます。撮影技術はまだまだですが、カメラ好きや飛行機好きな仲

間と一緒に趣味の時間を過ごせる休日が今私の中で一番楽しくて、充実した時間だなと

感じています。

半年前の自分は、ここまで趣味に夢中になっているとは予想もしていませんでした。

人が変わるきっかけは、ひとつの興味と好奇心からなのかもしれません。

貴方の趣味は何ですか？

もし今答えが見つからない方は、少し興味があることから始めてみてはいかがでしょ

うか？明日からの自分は、私のように、今の自分とはまた違う新たな顔を見せてくれる

かもしれませんよ。
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平日は、オフィス向けに日替りのお弁当をお届けしております。
配達エリアなど、お気軽にお問合せ下さい。

店頭では、約20種類のボリュームのあるお弁当をお手頃な価格で提供しております。
また、会議用や地域行事でのお弁当はご予算に応じて500円（税別）から承っております。

お弁当の内容は、ご予約時にお弁当の用途や食べられる方のご年齢層等をうかがって
メニュー決めをしていますので、幅広いご年齢層の方に好評いただいてます。

☎ 092-939-3949お弁当工房 馳（はせ）

● 日替り弁当･･････････ 400円

(水曜日 360円)

● ハンバーグ弁当････････････ 450円

● 炭火焼鳥丼････････････････ 460円

● めんたい高菜弁当･･････････ 360円

● 銀ヒラスの西京焼き弁当･････520円

● おまかせ幕ノ内弁当(要予約)･500円

● 彩り弁当(要予約)･････････1,000円

● 鉢盛 3,000円・5,000円・10,000円

※ご予約お弁当の配達は総額5,000円以上

より承ります。

※写真のお弁当（要予約品以外）は全て店

頭価格です。配達は行っておりません。

◆日替り弁当 400円
(水曜日 360円)

◆明太高菜弁当

◆炭火焼鳥弁当

◆銀ヒラス

西京焼き弁当◆ハンバーグ弁当

❖おまかせ

幕ノ内弁当 500円

❖彩り弁当
1,000円

❖彩り弁当
1,200円

※内容、お弁当箱は仕入れの状況によってかわります。
その他、ご予算に応じてお作り致します。

※表示価格は全て税抜価格です
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今月の本棚

対地球組織として結成さ

れた地球撲滅軍。13歳の空

虚な少年は人類を救うこと

ができるのか？そして、次

の大いなる悲鳴は―。

紹介者：馬場 一哉さん (㈱アルシュ)

悲 鳴 伝

「九十歳何がめでたい」の

表題に、長生きは目出たい事

と思っているのに、何だと考

え読んでみました。長い人生

での色々の話に感動。

紹介者：杉山 秀彦さん (㈱スギヤマ)

九十歳。何がめでたい

紹介者：副島 直己さん (㈱石蔵商店)

多 動 力

人はどうやってやる気ややり

がいを持つのか。チームで営

業するとは、何かをあらためて

考えさせられる本です。

紹介者：白石 博文さん (㈱カイタックファミリー)

仲間と働く喜びに気づく物語奇跡の営業所

「多動力」の源泉は好奇

心と集中力。ハマって飽き

ることをひたすら繰り返す

ことが重要だ。今の時代感

覚を養える一冊です。

出版社：幻冬舎
著 者：堀江貴文

出版社：講談社
著 者：西尾維新

出版社：かんき出版
著 者：森川滋之

出版社：小学館
著 者：佐藤愛子

8・9月の主な組合行事予定 第 4  回
フットサル大会のお知らせ

福岡流通センター地域活性化部会

主催の「第4回フットサル大会」は、

平成29年10月8日(日)に雁の巣レク

リエーションセンター（多目的グラ

ウンド）で実施することが決まりま

した。

詳細は後日ご案内

いたしますので、是

非ご参加下さい♪

行 事 名 日 時

法律相談 8月 1日(火)13：30～

新入社員ビジネスマナー
フォローアップ研修

8月 8日(火)
9：00～17：00

理事会 8月25日(金)17：30～

法律相談 9月 5日(火)13：30～

理事会 9月 8日(金)11：00～
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