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「東区花火大会」
九州産業大学 工学部 福居貴大さん

オロシアムFUKUOKAのホームページが

で見やすくなりました！
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去る1月17日(火)10時30分より、卸センター会館3階第3会議室にて全員協議会を開催いたし

ました。理事長挨拶の後、協同組合オロシアムFUKUOKA設立に向けて経過や現状の報告と意見

交換が行なわれました。また、全員協議会終了後に開催した臨時総会において、新組合の事業

開始にあわせ本組合から共同経済事業・福利厚生・教育事業を移管するについてご承認いただ

きました。

全員協議会並びに臨時総会開催のご報告

井原監督＆信川氏トークセッションのご報告

会員交流・研修委員会ではアビスパ福岡の井原監督、

レベルファイブスタジアムの司会役、テレビ、ラジオ

で活躍中の信川竜太氏をお招きしてのトークセッショ

ンを開催いたしました。通常のセミナーと一味違い、

お二人のトークに会場も盛り上がっていました。

開催日時 平成29年1月23日(月)18：00～19：30

場 所 卸センター会館第2・3会議室

テ ー マ 「子供たちに夢と感動を！」

講 師 アビスパ福岡監督井原正巳氏 タレント 信川竜太氏

受 講 者 23社140名

・諦めないこと ・練習はうそをつかない！！

・今居る場所で最善の事をする ・プレーは熱く頭は冷静に

さる1月24日(火)卸会館にて「冬季献血」が行われました。
厳しい寒さの中、総計34社94名の方にご協力いただき誠にありがとうございました。

献血結果の実績

29年1月 28年7月 28年1月

（今回） （前回） （前々回）

400ml 85名 88名 70名

不採血 9名 14名 10名

（割合） （9%） （13%） （12%）

合計 94名 102名 80名

受講者の声

献血にご協力頂いた企業

㈱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 ㈱アビオス ㈱アルシュ

㈱イシカワ ㈱イノウエ NＣY㈱ ㈱エフ･アール･シー

カイタック㈱ ㈱九州機工 ㈱九州日新 ㈱クリーンサービス

㈱クレスト ㈱ケイ･エス･デー ㈱サンロマン 秀鳳㈱

㈲成管工業 セムインターナショナル㈱ セラビ㈱ 津田産業㈱

㈱ニコンインステック ㈱西日本シティ銀行 ㈱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㈱ 堀田丸正㈱ 松浦通運㈱

マルクニ運送㈱ 丸松セム㈱ ㈱百田工務店 ㈱レイメイ藤井

和信産業㈱ (協)福岡卸センター その他

34社 94名



TEL：092-622-3010 FAX：092-922-0978

興信株式会社

第４ブロックの位置から、ぎりぎり流通センターの端に移転して早くも４年が経過しま
した。今回は社内の交流活動について紹介させていただきます。
皆様もご存じのように昨年４月に熊本で大きな地震がありました。弊社の熊本支店にお
いても商品破損等の被害がありました。余震が続き疲労の色が濃く見える熊本の社員を
激励しようと、社員交流会を企画している中で、逆に復興に向けて頑張っている熊本を
見に来てほしいとのことになり、熊本にて社員・家族を交えてＢＢＱ大会を８月に開催
しました。いつもはそれぞれの拠点ごとに活動しているのですが、この時ばかりは一致
団結、総勢５０名を超える参加があり、子供向けにヤマメのつかみ取りなどのゲーム大
会を行ったりしながら、大いに飲み、食べ、語らいました。
熊本の復興に向けた活動はまだまだ続きます。建築業界に携わるものとして、これから
もしっかりとサポートしていきます。
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今回、中学生が書いた作文を引用させていただきます。

第31回全国中学生人権作文コンテスト内閣総理大臣賞受賞作品

『絆』

大人は皆、同じ言葉をぼく達に発した。

「ちゃんと全員でフォローしてやらんね。」

ラグビーをするぼく達にとって、それはチームプレーとして当たり前のことだけど、その言葉には違う意味も

込められていた。

健太のことだ。

健太には右手首から先がない。生まれつきだとぼくは聞いた。病気のせいでそうなったと。だから成長も

遅い。

健太とは小学校の時から同じラグビースクールで共にプレーしてきた。体も小さく、体重も軽い健太だが、

厳しく辛い練習に弱音も吐かず、寒い日も暑い日も一緒にラグビーボールを追いかけてきた。

自分で出来ることは自分でやる。ぼく達も、そんな健太を当たり前のように待つ。手が不自由だからと特

別扱いなど決してしなかった。だから、健太のミスには遠慮なくダメ出しもするし、本気で言い合いになり最

後はケンカになることもあった。健太は言い出したら引かない。小さな体で喰いついてくる。どんなに言い争

うことがあっても、練習や試合が終われば、ぼくも健太も笑顔に戻るのだ。

中学にあがってからの健太は、病気のせいで背骨が湾曲したまま成長しているそうだ。

痛みとの闘いが始まった。顔をゆがめて、悔し気にグランドの隅で練習を見学する健太の姿を見ることが

多くなった。

それからは、グランドだけの健太ではなく、身の回りの細々したことも手助けするようにと、周りの大人達

は以前にも増して言うようになった。

それは本当に健太の望んでいることなんだろうか・・・。

健太が頼みもしないのに、彼のやるべきことを先取りした時の、少し淋しそうな健太の「ありがとう・・・」を

ぼくは知っている。大人達の心配も分かるが、ぼく達が必要以上に健太を手助けすることは、彼を少しず

つキズつけて、彼の居場所やすべきこと、そして生きる力をも奪っているようにしか思えないのだ。

ただ、このことを健太本人に面と向かってたずねたことはない。

でも、ぼくにはわかる気がする。共にグランドを走りまわり一つのボールを追いかけて、パスをつなぐと健太

の考えていることが。

今年の梅雨明けを待たずして、ぼく達は夏のジュニアラグビー福岡県大会で敗退した。

どしゃぶりの試合が続いた中で、こんな場面があった。一進一退の激しい攻防が続く中で健太にパスが

つながった。その瞬間、ボールは健太の手からこぼれ落ちた。

「ノックオン」※

嫌な空気が流れてもおかしくない場面だった。だが、次の瞬間ぼくは死にもの狂いで次の展開へと走り

出していた。『健太が落としてしまったのなら仕方ない。あいつが中学三年間、絶対に妥協することなく常

（次頁に続く）

株式会社アビオス
田中 良彦

Yoshihiko Tanaka

ラグビーの魅力
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※ボールを前に落とす反則の事
※全国中学生人権作文コンテストは法務省と全国人権擁護委員連合会
が昭和56年度より実施しています。

半年間でしたが、いろんなことを教えていただきありがとうございました。
企業実習を初めてさせていただいて、最初は、とまどいながら優しく作業を教えてくださり、

自分もスムーズに行うことができました。特に印象に残ったことは、タオルをたたみ、ならべ
たり袋につめる作業です。私はこまかい作業がすきで、日常でたたんでるたとみ方と違ってい
ろんな仕方をすることができたのしかったです。
また、パソコンの作業では難しかったのですが、周りの方々が優しく丁寧なやり方を教えて

もらい、楽しく作業ができてよかったです。その中で、私があいさつをして中に入ったら毎回
毎回、返事を笑顔で返してくださって、とってもうれしかったです。作業中にも会話をして少
しずつ仲良くさせてもらえて、とても良い経験ができたと思いました。
このような機会を頂いて、私の中でとても良い勉強になり、社会に入って大事なことを学ぶ

ことができたので良かったです。
本当にありがとうございました。

実習生感想文 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成28年度 博多女子高校企業実習を終えて

実習生受入企業 企業から見た実習生受入のメリット

平成28年度の博多女子高校による企業実習は12月をもちまして終了いたしました。
14社の企業ならびにご担当者の皆様、ご協力誠にありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

0 2 4 6 8 10 12

その他

将来的な人材確保

企業のイメージアップ

職場の活性化を促す

指導する若手社員の成長

(続き）

に全力でラグビーに取り組んできたことは他の誰よりも知っている。だから必ず取り返してやろう。』

後になって、チーム全員が同じ気持ちで駆け出していたことを知り、嬉しかった。

それは決して健太の右手が不自由だからではない。かけがえのない大切な仲間だからだ。

県大会のノーサイドの笛がグランドに響きわたった時、小さい頃から紡いできたぼく達のチームは解かれ、

高校で新たなチームへと別々の道を進んでゆくことになった。小さい頃から通っていたラグビースクールの引

退式を終え、皆で遊びながら進路のことを健太と話し合っていた時、僕たちの前で言った。

「高校でもラグビーするよ。」

決してゆらぐ事のない決意だった。

健太とパスをつなげばわかる、本当に大切なことが。

明石被服興業㈱ ㈱アルシュ

㈱イシカワ ㈱石蔵商店

㈱イノウエ カイタック㈱

㈱サンロマン 津田産業㈱

ナツアキ㈱ ㈱ヒデトレーディング

フォーサイト㈱ ㈱古荘本店

丸松セム㈱ ㈱侶丹



Ⅰ.日 時 平成29年1月29日（日）9：30～12：00
Ⅱ.場 所 パピオボウル
Ⅲ.参加者 15社96名
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ボウリング大会 開催報告 その1第2 7回

当組合主催の第27回ボウリング大会は「組合員企業間の交流・
親睦を図る」ため、個人戦とは別に、団体戦(企業混成で1チー
ム4名編成)を実施致しました。
開会式において、会員交流・研修委員会 杉山副委員長より

ご挨拶いただき、百田副理事長・石河理事・田中理事の3名に
よる始球式の後にゲームをスタートしました。会場内では投球の良し悪し関らず歓声が
あがり、とても賑やかな大会となりました。閉会式ならびに表彰式では、津田委員長から個
人戦・団体戦入賞の皆様へ表彰状や賞金を授与致しました。

団体の部 優勝14班
■チーム合計得点 （チーム内上3名の総得点） （氏名敬称略）

個人の部 ハイゲーム賞
◆男性の部 優勝 内田英一

㈱ニコンインステック
◆女性の部 優勝 熊澤百合子

㈱レイメイ藤井

◆男性の部 内田英一
㈱ニコンインステック

◆女性の部 熊澤百合子
㈱レイメイ藤井

男性の部

順 位 氏 名 会社名 合 計

優勝 内田 英一 ㈱ニコンインステック 337

準優勝 西島 勝彦 ㈱アビオス 335

第三位 田中 通夫 ㈱アビオス 333

女性の部（1ゲームにHDCP40点加算）

順 位 氏 名 会社名 合 計

優勝 熊澤 百合子 ㈱レイメイ藤井 359

準優勝 福冨 美保 ㈱ヒデトレーディング 343

第三位 大庭 もも ㈱イシカワ 334

氏名 会社名

小笹 真二 フォーサイト㈱

山崎 貴士 ㈱クライミング

福冨 美保 ㈱ヒデトレーディング

福島 彩音 ㈱ヒデトレーディング

成績表
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☆彡優勝の言葉☆彡

個人優勝 【男性の部】 ㈱ニコンインステック 内田英一

今年もボウリング大会の開催有難うございます。昨年はインフル
エンザで参加できず残念だったのですが、今年はチームにも恵まれ
楽しく、明るく投げることができました。有難うございました。今
年は近年稀にみる混戦だったように思いますが、そんな混戦の中で
優勝できたことは年の初めから縁起がいいなといい気分です。来年
もそんな気になれるよう、連覇を目指す予定ですので皆様よろしく
お願いします！

個人優勝 【女性の部】 ㈱レイメイ藤井 熊澤百合子

大好きなボウリングの大会は、楽しい気分で出掛けました。受け
付けを済ませ、顔見知りの方々と談笑をしていると開会式が始まり、
いよいよゲームです。一投ごとに歓声、そして笑顔でハイタッチ、
時にはがっくり、メンバーともすぐに打ち解け、なごやかな雰囲気
で楽しみました。成績発表では、女性の部優勝で、記念品として美
しいガラスの盾をいただき、家族にも嬉しい報告が出来ました。感
激だったのは、団体で準優勝だった事です。思わず立ちあがり拍手
をしていました。この様な想い出が出来たのもお世話をしていただ
いた実行委員の皆様方のお陰です。ありがとうございました。

団体優勝 第14班 フォーサイト㈱ 小笹真二

初めて今回、ボウリング大会に参加させて頂きまして、楽しく
ゲームする事が出来ました。他の会社の方々とチームを組ませて頂
いたのですが、皆さんが大変明るくて、雰囲気も良く、最初から最
後まで楽しくプレイ出来ました。今回は、チームワークの勝利だと
確信しております！チームの皆さま、お疲れ様でした！今後も、
色々な企画には、積極的に参加させて頂きたいと思います。

・日 時 平成29年4月3日(月)

13：30～14：00

新入社員オリエンテーション

14：00～15：00

記念講演 林田スマ氏
「今日からスタート！新入社員としての心構え」

～新しい気持ちと強い覚悟で、前進しよう～

15：00～16：00

ミニセミナー ㈱西日本総合保険
「新社会人の責任と保険の役割」

・場 所 卸センター会館3階 第3会議室

・受講料 1名につき1,000円(記念品代)

尚、14時00分からの記念講演は一般社員の

かたもご参加頂けます。

ボウリング大会 開催報告 その２第2 7回

新入社員
オリエンテーションのご案内

・日 場 平成29年4月4日(火)～5日(水)

9：00～17：00

・会 場 卸センター会館3階 第3会議室

・講 師 一般社団法人日本経営協会

・受 講 料 1名につき2,000円

(昼食、テキスト代を含む)

・研修内容

第1日目 「接遇マナーの基本」

講師：西藤孝子氏

第2日目 「役割認識と仕事の

進め方の基本」

講師：桑原武志氏

新入社員
ビジネスマナー研修のご案内



収録作品全てが「ノック
の音がした。」という一文
から始まります。自身の言
動や社会の在り方について
考えさせられる作品集です。

紹介者：安部 舞河さん (NCY㈱)

ノックの音が

出版社：新潮社
著 者：星新一

コンビニの仕事を主人公
が普通の人間としてマニュ
アルのある事で生活してき
て、他人からはそれが普通
として見るか人それぞれの
見方がある所が考えさせら
れます。

紹介者：富田 耕行さん (㈱レイメイ藤井)

コンビニ人間

出版社：文藝春秋
著 者：村田沙耶香

富国強兵、女工哀史、貧
富差拡大などの状況で明治
人の生き様から何を軸にし
て向上心をもって前向きに
生きるかを教えてくれます。

紹介者：松田 勇さん (福岡流通警備保障㈱)

東郷平八郎と秋山真之

出版社：PHP研究所
著 者：松田十刻

紹介者：田島 正秋さん (ナツアキ㈱)

峠

様々な思いが迷い、衝突し、
駆け巡りながらも、一つの目
的に向かって突き進んでいく
青春群像劇。おススメの一冊
です。

紹介者：今里 敬一さん (興信㈱)

風が強く吹いている

幕末、家老の河井継之助
は8万石弱の藩で武装独立
国家を目指し薩長に抵抗、
殲滅させられた。リーダー
とは器ではなく時に適応す
る力では？

3 ･ 4月の主な組合行事予定

出版社：新潮社
著 者：三浦しをん

今月の本棚

出版社：新潮社
著 者：司馬遼太郎

行事名 日時

法律相談 3月 7日(火)13：00～

理事会 3月10日(金) 9：30～

色彩セミナー 3月28日(火)18：30～

平成29年度
4月 3日(月)13：30～

新入社員オリエンテーション

平成29年度 4月 4日(火) 9：00～

新入社員ビジネスマナー研修 5日(水) 9：00～

理事会 4月14日(金)10：00～

色彩セミナー開催
のご案内

開催日時 平成29年3月28日(火)
18：30～20：00

場 所 卸センター会館
第3会議室

テ ー マ 「人の心をつかむ色」
講 師 ファッションカラー

スタイリスト・
ＷＡＭカラーアナリスト

山澤 かおる氏
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