最優秀賞
「阿蘇山で見た秋の訪れ」
九州産業大学 経済学部 平井 大心さん
第23回フォトコンテスト
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オロシアムFUKUOKAのホームページが

VOL.475

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（1/25現在）

前月比100％

新年互礼会・新春講演会
開催日時：平成29年1月12日(木)11：00～13：00
開催場所：卸センター会館
出 席 者：112名
(内訳)来賓 39名
会員 32社47名
共同事業指定業者、繊維部会 13社21名
福岡流通センター地域活性化部会 5社5名
新年互礼会は1月12日(木)12時より、多くの来賓の方と組合関係者にご参加いただきました。
八頭司理事長の年頭に当たっての挨拶に続き、日本銀行 秋山福岡支店長のご発声による乾
杯によって祝宴に入りました。その後、2017年キャンペーンテーマ最優秀賞の表彰式や感謝
状の授与とご紹介を行い、賑やかな賀詞交歓会となりました。

2017年ｷｬﾝﾍﾟｰﾝﾃｰﾏ表彰式
丸松セム㈱ 古野茂昭様

来賓紹介

感謝状授与
福岡市議会議員 藤本顕憲氏

福岡市感謝状のご紹介
福岡流通センター地域活性化部会 会長 鈴木哲也氏

新年互礼会に先立ち、恒例の新春講演会には、日本銀行 秋山福岡支店長をお迎えし、「2017
年景気展望のポイント」について開催いたしました。(聴講者51名)
＜講演会の主な内容＞
Ⅰ. 全国の経済情勢と金融政策
海外経済と日本経済
デフレとの戦いと金融緩和
Ⅱ. 九州の経済情勢
熊本地震の影響とその克服
Ⅲ. 九州の金融情勢
貸出金の高い伸び
Ⅳ. 今後の課題とポイント
本格的な震災復興に向けて
人口減少への対応と地域連携、地域資源の活用
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最優秀賞

優秀賞

38「阿蘇山で見た秋の訪れ」
九州産業大学 経済学部 平井大心さん

応募作品数
応募企業数
応 募 人 数

118作品
17社
33名

43「東区花火大会」
九州産業大学 工学部 福居貴大さん

佳

83「BIG WAVE」
㈱アビオス 山北摩弥さん

作

22「菜の花フレーム」
九州産業大学 商学部 関 栄達さん

106「木漏れ日の向こう側」
㈱アビオス 阿部美幸さん

最 終 選 考 作 品

40「光の街 博多」
九州産業大学 工学部
福居貴大さん

5「黄昏時」
九州産業大学 商学部
仲村征紘さん
80「木漏れ日」
㈱アビオス
山北摩弥さん

81「稲積水中鍾乳洞」
㈱アビオス
山北摩弥さん

74「藤の万華鏡」
舞松原不動産㈱ 大森伸一さん
19「にっこり」
九州産業大学 商学部
関 栄達さん

20「あ く び」
九州産業大学 商学部
関 栄達さん

1「頑張るぞ～」
㈱カイタックファミリー
橋口陽美さん

42「海」
九州産業大学 工学部
福居貴大さん

44「黄昏の海の中道」
九州産業大学 工学部
福居貴大さん

6「アリのキモチ」
九州産業大学 商学部
仲村征紘さん
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72「足利の白藤に見とれる」
㈱イシカワ
菊地康洋さん

21「タイルの中の星」
九州産業大学 商学部
関 栄達さん

アドヴェンチャーグループ
ワーゲン株式会社
TEL：092-622-3360 FAX：092-622-4137
http://www.adventure.co.jp/

♕ 一押し商品 ♕
“WAGEN”
ファッションの動向をいち早く知るためのトレンド・ブランドナビ！
カジュアルから大人モードまで幅広いスタイリングを各ブランドから発信。
素材、着心地にもこだわり、トレンドを程良く取り入れた“今”の気分に寄り添
う魅力ある物作りを常に追求。
生産背景も中国に加え、ワーゲンの強みでもあるインドとは40年以上の歴史があ
りオリジナルのプリントや刺繍などインドならではのテクニックで他にはない圧
倒的な価値観を表現。
インド以外のASEANでもグローバルな生産背景を活かし、様々なニーズに対応出
来るアイテムを提案。
着たら“HAPPY”な気分になるアイテムを提案し続けます。
今回はその中でもワーゲンで一番特徴があるインド商材のご紹介です！

✦社員紹介✦

また、直営店PULLFFY（プルフィー）のイ
ンスタグラムもございますので、そちらも
是非遊びに来て下さい～
ワーゲン㈱インド生産担当

♕ 永池
♕ 木下
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祐子 ナガイケ ユウコ（NAGAIKE YUKO）
恵 キノシタ メグミ（KINOSHITA MEGUMI）

株式会社イシカワ
あ さ ひ な きりどお

『鎌倉から朝比奈切通しを抜けて』

菊地 儀和
Norikazu Kikuchi

子供の頃から鎌倉に行く時は探検心も手伝い、5,6人の仲
間と連れ立って朝比奈切通し(※1)を抜けて行ったものです。
わ か え

鎌倉時代、鎌倉の和賀江湊(※2)は物資供給地であったので
むつうら

すが、船舶の着船には不向きであったため、六浦方面の湊

とうごく

が天然の良港とされ、幕府はこれを鎌倉の外港として東国
(※3)や中国大陸との物流の拠点とした様です。また、六浦

荘は幕府の要人北条実時の所領で、鎌倉と六浦を結ぶ道の
整備が早急な課題であり、この切通しが生まれました。朝
比奈切通しは未だに当時の生活道路の名残があり、鎌倉
時代の人々が荷車を押して往来して行く姿が思い起こされます。1969年6月には重要な史跡との理
由で国史跡に指定されたため、幸運にも当時のままの姿が残り、季節の移ろいに合わせた自然美を
楽しみ、岩肌のあらわな道を歩くハイキングにはうってつけな切通しとなったのです。朝比奈切通
しは素晴らしい道で、友人を誘い切通しを歩くと、「圧倒的な迫力だ」「これぞ切通しの本命だ」
「感動した」等の言葉を異口同音に発します。これだけ感動できるのは、道に歴史があり、その時

代の生活の息吹が感じられるからに他ありません。
この切通しを抜け、国道16号線の旧道を行くと金沢北条
氏一門の菩提寺で、実時の持仏堂から始まった国指定史跡
「称名寺」と実時の私設文庫で国宝・重要文化財が収蔵さ
れている「金沢文庫」があります。称名寺境内と周辺の
山々は少年時代の私には絶好の遊び場で、裏山を駆け回り、
あけびや無花果を食べ、手ごろな枝を見つけてはチャンバ
ラごっこ、裏の洞窟への探検と楽しい時間は尽きることを
知りませんでした。称名寺の庭園は「浄土式庭園」で浄土
あ じ が い け

の世界をこの世に再現しようとし、阿字ヶ池を中心に此岸
と中之島を結ぶ反橋は過去から現在までの苦労を表し、中之島から平橋は仏の教えを守れば彼岸
（弥勒浄土）に安らかに行けることを示しているのです。春には桜、梅雨時には紫陽花が、9月には

真っ赤な彼岸花が、秋には銀杏が黄色に染まり、山々が紅葉に色づいて美しくなる様を祖母は「天
国はこの様な所なんだよ」と教えてくれました。

金沢文庫には、学問を愛した実時の遺志を継いだ顕時、貞顕によって膨大な古文書が多く残され
ており、現在は中世歴史博物館として我々を惹きつけます。この地は風光明媚で豊かな史跡が多く、
子々孫々に大切に残しておくべきものとして、重要視されております。
※1切通し(きりどおし)：山や丘などを掘削し、人馬の交通を行えるようにした道。
※2湊(みなと)：港湾、古くは港湾施設のうち水上部分を「港」、陸上部分を「湊」と呼んだ。
※3東国(とうごく)：近代以前の日本における地理概念の一つ。主に関東地方や東海地方を指す。

4

朝倉市のお菓子処

ナツアキ株式会社
Shiho Hasebe
長谷部 織穂

私の故郷である福岡県朝倉市には、柿や梨などの果物が豊富にあり、観光名所の三連水
車がある自然豊かな場所です。今回はその中でも、私が帰省したときには必ず行くおすす
めのお菓子屋さんを2軒紹介します。
❖ハトマメ屋❖

（ハトマメ屋ホームページhttp://hatomame.jp)

お店の名前の通り「ハトマメ」という、金太郎のイラストの小袋に入った豆菓子が看板
商品のお店です。とはいっても、他にもお団子・大福・シュークリーム・ロールケーキ・
焼き菓子といった和洋菓子が豊富に揃っています。試食できるスペースがあり、お茶まで
用意されているところが魅力的です。
あ

あめほんぽ

かくらや

❖阿さひ飴本舗 菓蔵家❖

(阿さひ飴本舗 菓蔵家ホームページ http://asahiame-kaguraya.jp/)
このお店は、朝倉市の特産を使ったお菓子が多く、中でも人気商品の「かりんと三奈
木」は特産の『三奈木砂糖』を使用し、体に良い米油で揚げたヘルシーなお饅頭です。外
はカリカリで中の餡子は上品な甘さでとても美味です。消費期限が2日と短いのでお土産
にするときは要注意です。

ぜひ、朝倉市にお立ち寄りの際は足を運んでみてください♪
※上記2店舗の紹介および画像使用については、お店の方に了承頂きました。
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「オロシアムFUKUOKA防犯パトロール」
1月のパトロール！
1月11日(水)に今年度第2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。
ご登録いただきましたボランティアの皆さま、空気が冷た
く寒い中のパトロールへのご参加、誠にありがとうござい
ました。

㈱アビオス
㈱イノウエ
カイタック㈱
小竹正㈱2名
㈱ヒデトレーディング フォーサイト㈱
(協)福岡卸センター

音伍繊維工業㈱2名
ナツアキ㈱
福岡流通警備保障㈱
（計10社12名：敬称略）

平成28年度 福岡流通センター連合会
人権研修会のお知らせ
日
時
場
所
テ ー マ
講
師

平成29年2月16日(木)15：00～16：30
卸センター会館3階 会議室
「笑って泣いて伝えたい一つの命の大切さ」
福岡県飲酒運転撲滅活動アドバイザー
看護師・障がい者スポーツ指導員
ＮＰＯ法人はぁとスペース代表 山本 美也子 氏
福岡流通センター連合会 事務局 ℡：622-2020 担当：鳥飼

お問合せ

オロシアムFUKUOKA流通研究会“第191回例会”
優勝は ㈱クリーンサービス 社長 満山正明氏
1. 開催日 平成28年12月9日(金)
2. 場 所 久山カントリークラブ
3. 参加者 16名
早朝の雨のせいか、最初のホールで膝を捻ってしま
い、足を引きずりながらのプレーでした。まさか優勝
するとは夢にも思いませんでしたので吃驚しています。
大変ご迷惑を掛けてしまいました同伴者の白石代表理
事様、津田会長様、百田会長様のお力添えのお陰だと
感謝しております。本当に有難う御座いました。
【個人成績表】

（敬称略）
ス

コ

ア

OUT

IN

GROSS

H・D

NET

正明

46

47

93

22.8

70.2

白石

伸夫

47

42

89

18.0

71.0

第３位

瀬藤

和広

41

38

79

7.2

71.8

第４位

田中

良彦

37

40

77

4.8

72.2

第５位

梶木

政伸

44

53

97

24.0

73.0

順

位

氏

優

勝

満山

準優勝

名
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【特別賞】
ベストグロス賞

田中良彦
夏秋忠明

ニアピン賞

田中良彦(2)
村嶋猛弥

ドラコン賞

田村啓兼
大森伸一

今月の本棚

「出る杭」は伸ばせ！
なぜ日本からグーグルは生まれないのか？
出版社：文藝春秋
著 者：辻野晃一郎
これから先、ビジネスマ
ンとして生き残るためには
どう働きどう生きていくの
か、出る杭は伸ばせ、出る
杭になれと背中を押してく
れる本だと思います。
紹介者：鈴木 哲也さん (㈱ヒデトレーディング)

月刊PHP

修身教授録
出版社：到知出版社
著 者：森信三

出版社：PHP研究所
その月のテーマにそった
文章を色んな方がのせてあ
る。物事のとらえ方や経験
談は人それぞれ。感心した
り涙したり笑ったり。短編
なので仕事の合い間に、気
分転換にどうぞ。

現代において物質的に豊
かさや快適さに慣れて、精
神的にゆるみを余儀なくさ
れている現代人にとって読
むべき人間学の心理が丁寧
に書かれている。

紹介者：古嶌 若美さん (小竹正㈱)

紹介者：寺尾 晴樹さん (西日本バンドー㈱)

生きて帰ってきた男
－ある日本兵の戦争と戦後

伝える力

出版社：岩波書店
著 者：小熊英二

出版社：PHP研究所
著 者：池上彰

歴史の教科書では学べな
い、戦前・戦中・戦後の日本
の一般市民の生活模様を主
人公の等身大の人生を通じ
て知ることが出来る一冊。

コミュニケーションが必
須と成っている今、この本
から多くの事が学べます。
ビジネスマン成らずどなた
でも読める本です。

紹介者：六枝 崇平さん (㈱石蔵商店)

紹介者：上田 眞二さん (音伍繊維工業㈱)

2・3月の主な組合行事予定
行事名

日時

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～

法律相談

3月 7日(火)13：00～

理事会

3月10日(金)10：00～

事務局より
駐車場についてのお知らせ
只今、会員様向け駐車場に若干台
数空きがございます。
詳細は、卸センター事務局℡092622-2711(担当：山中)までお問合せ
ください。

