
第24回フォトコンテスト 佳作

「前進！」
九州産業大学 経営学部 伊藤 佑梨さん

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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オロシアムFUKUOKA組合運営説明会の開催報告

協同組合オロシアムFUKUOKAが8月から事業を開

始するに伴い「組合の運営に関する明会」を8月22

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69社参加のもと開催いたしました。

会員の皆さまには、委員会・部会への参加と共

同事業の利用についてご協力をお願いしました。

第37回 福岡流通センターまつり

平成29年11月23日(祝・木) 9：00～16：00 雨天決行

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

無料シャトルバスの発着場所は、天神日銀前、JR吉塚駅、JR千早駅は昨年同様に、粕屋町

については、長者原（役場系統）バス停から運行することが決定いたしました。

また、会場の一部では「あさくら復興支援即売会」として、九州北部豪雨

災害により甚大な被害を受けた地域の生産者や小売事業者を支援するため

野菜、果物、加工品や特産物の即売会を予定しています。

来年より開催日が11月の第3日曜日に変更になります。

※次回は平成30年11月18日(日)に開催します。
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ＦＦ20グループ企業“秋のファッションまつり”開催報告

来客数 277店 売上金額 6,315万円

去る9月3日(日)・4日(月)の2日間“秋のファッションまつり”を開催いたしました。

引き続き、抽選会場に、グループ企業12社から7社の展示ブースを設置しました。今回も抽

選に来られたお客様が、気軽に参加企業の取扱商品を見ていただけるように、さらには、歓

談スペースをレイアウト致しました。

ＦＦ20グループでは、今後も抽選会場への展示ブ

ース設置を継続し、お客様への情報発信に努めたい

と考えております。

売出しに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、今後も展示ブースへの

ご参加をお願い申し上げます。

ありがとうございました。以下ご報告を致します。

婦人既製服分科会
会長 金古嘉喜

お
知
ら
せ



1. 開催日時 平成29年8月8日(火)9時～17時

2. 場 所 卸会館3階第3会議室

3. 参加者数 9社20名

新入社員ビジネスマナーフォローアップ研修会のご報告

参 加 者 感 想

講 師 所 感

株式会社イシカワ 岩崎友紀
お忙しい中、セミナーの機会をお与え頂き、ありがとうございました。
4月からの仕事を振り返って、自分の仕事+αで物事を考える事の必要さに気付かされました。

また、自分の考えを相手に伝える、報告・連絡・相談が大事だと学びました。次の相手のため
に出来る事を意識しながら、積極的に取り組んでいきます。常に一つ一つの仕事に自分の考え
を持ち、円滑なコミュニケーションを図っていきます。
今日学んだ事を無駄にせず、明日からの仕事に活かしていきます。

フォーサイト株式会社 奥山瑞穂
4ヶ月ぶりにセミナーを受講して、まず自分が覚えていなかったこともありましたが、セミ

ナーで学んだことが活かされていた点もあったなと自覚することが出来ました。
今回のセミナーでは、自ら行動することを学びました。先輩方の行動を見て自分がしなけれ

ばならないことを考え行動していこうと改めて考えました。また、周りの方を気遣うことも忘
れず行動します。改めて2回受講して、気付けたこともあり、改めて意識することができまし
た。これからの仕事に活かしていきたいです。

株式会社スウィング 山﨑理恵
今回のセミナーは前回学んだ社会人としてのマナーの復習のような内容でした。前回と同様、

グループディスカッションをしながら学びました。前回は初めて学び得る知識が多く、覚える
ことに必死でグループのメンバーと上手くコミュニケーションが取れませんでした。ですが、
前回のセミナーを受けてから、実践する機会も多く、今回のグループディスカッションは落ち
着いて実践することができました。研修で学んだことを活かし、自ら考えて行動する姿勢で仕
事をし、更に成長していきたいと思います。

一般社団法人日本経営協会講師 西藤孝子氏

今回は20名の参加でしたので5名1班の4班に分けて終日、班での話し合いやワーク、ロール

プレイを中心に進めました。最初に参加の皆様を拝見した際に雰囲気が4月の新入社員研修と

は随分変わった感じがしました。とても落ち着いて、私語も少なく、すっかり社会人としての

顔になっていらっしゃいました。

研修中の全体の印象としては真面目に参加なさっていました。しっかりとテーマに向き合い

楽しく受講なさっている感じもありました。参加者の中には4月の研修時のノートを持参して

臨んでいる方もいて感心しました。一生懸命復習している様子で少しヒントを与えると直ぐに

対応出来る能力には仕事を今以上に頑張りたいとの気持ちの表れだと思いました。

しかし、班によっては意見交換が消極的でした。意見していても声が小さく活発に見えない

様子で数回、私が活性する様に促す場面もありました。研修前の職場の上司アンケートにもあ

りましたが「指示待ちでなく自ら動く」社員を最近は望まれている上司のお声を度々聞きます。

失敗したくない、人と違うことはしたくない等の新入社員の傾向がある様です。その表れが積

極的に出来ない理由にあるかと想像致します。「自ら動く社員になる」為にはというテーマで

意見交換して各々考えていただきました。やっと仕事も覚えてこれからかと思います。

素直さは十分に皆様おありですので今後に期待したいです。
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TEL：092-622-3711 FAX：092-622-3714
http://www.fujimen.jpn.com

フジメン株式会社

繊維製品（帆布・テント・シートなどの繊維資材全般から白衣用・事務服用・作業服用・消防服用生地、ユ
ニフォームなど）土木建設資材全般（ブルーシート・防炎シート・土のう袋・フレコンバックなど）、輸出入に
関する代行業務・貸ビル経営、環境エコ商品販売（LED蛍光灯）

NEWカタログ出来ました！

「各種屋外テントや産業資材の直輸入品全般をリーズナブルな価格で
販売しています。商品はブルーシート・土のう袋・コンテナバック・ネット
各種など大雨、洪水、地震などの大規模災害に対応した商品群です。
水でふくらむ土のう袋、河川補強に使うコンテナバック、災害用テント・
防水シートなど、いついかなる時もお客様にお応え出来る品揃えで
す。」

米谷 佳之
YOSHIYUKI YONETANI
私の部署では作業服や事務服等

のユニフォーム製品を取り扱ってま

す。毎年厳しい暑さが続く中、熱

中症対策として空調服がおすすめ

です。作業服に付いた小型ファンが

外気を取り入れ、体の表面へ風を

流す事で快適に作業ができます。

暑い職場での作業能率が見込め

ます。

中村 慎子
NORIKO NAKAMURA
アビスパ福岡のサポーターとして、

ホーム戦にはレベスタに必ず応援に

行ってます。

勝利の時には祝杯をあげ、負けた

時はお酒を飲みながら（結局飲

む）主人と反省会をしています。

藤本 圭

KEI FUJIMOTO
子曰く、四十にして惑わず、五十にし
て天命を知る…。戸惑い続けた四十
代は過ぎ去り、先日とうとう五十歳に
なった。節目の年にと思い立ち禁煙外
来へ駆け込み30年来の喫煙生活に
別れを告げた。仕事を終え帰宅するも
子供たちが巣立った部屋は少しもの悲
しくもある。これが天命というものか？
いやいやまだまだ！また明日の朝が来
たら背筋を伸ばして仕事へ行こう！
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事業内容

社員紹介



株式会社アルシュ
寺田 健治

Kenji Terada『私の住む街「長住」』
以前（数年前だったと記憶しておりますが）寄稿させていただいた私の住む街長住について再度

書きたいと思います。

歴史としては１９２５年（大正１４年）筑紫郡八幡村が福岡市と合併１９２９年（昭和４年）早

良郡樋井川村が福岡市と合併、福岡市大字上長尾、下長尾、桧原となる。

１９７２年（昭和４７年）福岡市が政令指定都市となり当地区は福岡市南区となる。同１９７２

年（昭和４７年）福岡市住居表示に伴い、大字上長尾、下長尾野間、桧原の一部を分割して新地名

「長住」と命名される。

当時ニュータウンとして建てられた旧名称長尾住宅団地（現長住団地）の長く、住める街から命

名されたのが由来だそうであります。長住には鉄道駅がなくほとんどの移動手段は西鉄バスでかつ

ては南東部にはバス営業所もありましたが現在では西鉄レガネット南長住店となっています。スー

パー等の買い物は中心部にサニー長住店、レガネットマルシェ長住店の他サニー長尾、長丘店、マ

ルキョウ桧原店、ハローデイ長尾店たくさんのスーパーがあり買い物には大変便利な地域だと言え

るでしょう。
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最後に私のグルメスポットを紹介します。

寿司割烹「八洲（はちしゅう）」

新鮮なネタを壱岐出身の楽しい大将が握る店

「ブグのえっちゃん」

年中食べられるフグの店

（普通の居酒屋メニューも

あり）気軽に行けます。

おすすめは「てっさぶつ切り」

厚切りてっさに白菜を巻きネギ、

もみじおろしにあえて。

「もつ太郎」

もつ鍋はもちろん美味しいです

が一品料理や焼き鳥もあります。

南区で宴会等のご予定ありまし

たら是非一度ご利用されてみて

はいかがでしょうか。 八洲（はちしゅう） もつ太郎



株式会社古荘本店
新井 力雄
Rikio Arai

九州のおすすめ紅葉スポット

暑い夏も終わり、そろそろ紅葉の季節になりますが皆さんは「紅葉狩り」へ行ってい

ますか？

「紅葉狩り」の語源、由来～諸説ありますが、「狩り」は獣を捕まえる意味で使われ

ていましたが、野鳥や小動物を捕まえる意味に広がり、さらに果物を採る意味にも広が

りました。現在でも「いちご狩り」、「ブドウ狩り」等使われています。

やがて「狩り」は草花を眺めたりする意味にも使われ「紅葉狩り」と言うようになっ

たそうです。ちなみに「紅葉狩り」と言う言葉は1,200年以上も前に書かれた「万葉集」

にも登場する言葉だそうで、当時の人々も紅葉を楽しんでいたと思うと感慨深いですよ

ね。

九州には「紅葉狩り」スポットが数多く存在します。今回は私のおすすめスポットを

3か所紹介致します！

先ずは熊本県の「五家荘」です。五家荘（ごかのしょう）は八代市泉町にあります。

2つの「親子橋」と呼ばれるつり橋があり、そこから見る景色はまさに絶景です！また、

五家荘は平家の里としても全国的に有名で、平家方の落ち武者が流れ着いた秘境とも言

われています。

次に宮崎県高千穂の「真名井の滝」です。日本建国の神々が地上に降り立ったと言う

天孫降臨神話で有名で、何か神秘的な雰囲気が漂っています。紅葉と共にパワースポッ

トとしても有名で、一度は訪れて欲しい名所です。

最後に北九州の「河内藤園」です。2012年に「実在する世界の美しい場所10」に選ば

れ非常に人気のスポットで、メインは

藤棚の為メインシーズンは4月～5月で

すが、大藤棚から上が「モミジの森」

となっており、道の両側に紅葉したモ

ミジが並ぶ光景は絶景です。

例年「紅葉狩り」シーズンは11月中

旬の為、年末の忙しい時期の前に体も

心もリフレッシュしてみませんか？
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広 告
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今月の本棚

会社は社員のもの!!

経営破綻、大量リストラ、

そして二次破綻の危機、再

建に奮闘する人々を描いた

作品です。

紹介者：寺田 健治さん (㈱アルシュ)

翼、ふたたび

業界の不振の構図を把握

し、山積する課題を乗り越

えれば、そこには確実に、

次の成長につながるチャン

スがある。

紹介者：丸山 猛さん (助野㈱)

誰がアパレルを殺すのか

紹介者：横田 由佳さん (㈱立花マテリアル)

ヨーコさんの言葉

タイトルが「ザ・ビジネスマ

ン！」といったものに感じられ

ますが、趣味やライフスタイル

に共通する。読みやすい内容

の本です。

紹介者：川上 隼さん (フォーサイト㈱)

最強の働き方；世界中の上司に怒られ、凄
すぎる部下、同僚に学んだ77の教訓

100万回生きたねこの作者

としても知られた絵本作家

の手加減しないけれど深い

まなざしでつづられたエッ

セーからえりすぐった。

出版社：講談社
著 者：佐野洋子/北村裕花
監 修：小宮善彰

出版社：PHP研究所
著 者：江上剛

出版社：東洋経済新報社
著 者：ムーギー・キム

出版社：日経BP社
著 者：杉原淳一 /染原睦美

10・11月の主な組合行事予定 教養セミナー開催のご案内

地元中小企業に対して、最大限サポー

トをされ地場経済の活性化へ多大な貢献

を実践されてこられた榎本重孝氏をお迎

えして、教養セミナーを開催いたします。

●日 程 平成29年11月16日(木)

18：30～20：00

●会 場 卸センター会館 第3会議室

●講 師 商工会議所 副会頭

福岡地所㈱ 取締役副会長

㈱エフ・ジェイ ホテルズ

取締役会長

榎本重孝氏

●受講料 無料

行 事 名 日 時

法律相談 10月 3日(火)13：30～

理事会 10月13日(金)11：00～

第4回フットサル大会
10月 8日(日)

(福岡流通センター地域活性化部会)

法律相談 11月 7日(火)13：30～

理事会 11月10日(金)11：00～

教養セミナー 11月16日(木)18：30～

第37回
福岡流通センターまつり

11月23日(木・祝)

販売時間 8：00～16：00

開催時間 9：00～16：00
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