第23回フォトコンテスト 佳作
「木漏れ日の向こう側」 ㈱アビオス 阿部 美幸さん
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オロシアムFUKUOKAのホームページが

VOL.479
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／198名（5/25現在）

前月比100％

第39回 オロシアムFUKUOKA
企業対抗ソフトボール大会
Ⅰ.日 時
Ⅱ.場 所
Ⅲ.参 加

平成29年4月9日（日）
雁の巣レクリエーションセンター
14社15チーム

当組合主催の第39回企業対抗ソフトボール大会を
開催いたしました。
開会式において、まず初めに八頭司理事長よりご挨
拶いただき、参加者全員でラジオ体操を行ない試合に
臨みました。今大会ではパートを2つに分けて、Aパー
ト7チーム、Bパート8チームの計15チームで久々にリ
ンクリーグ形式での実施となりましたが、参加者皆様
のご協力により円滑に運営が行なえましたこと感謝申し上げます。
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優勝

参加チーム 7チーム
● ㈱サンロマン
● ㈱スギヤマ
● 興信㈱
● ㈱ニコンインステック

準優勝

● ㈱ヒデトレーディング

フジメン㈱
㈱アルシュ合同チーム
● 丸松セム㈱Ａ
● ㈱レイメイ藤井Ａ

㈱ヒデトレーディング
フジメン㈱
㈱アルシュ

7 ― 40

㈱ニコンインステック

丸松セム㈱Ａ

興信㈱

㈱サンロマン
20 ― 13

13

9―8

2 ― 14

３
Ｆ

9 ― 12

㈱スギヤマ

3―6

㈱レイメイ藤井Ａ

㈱ヒデトレーディング
フジメン㈱
㈱アルシュ

優勝

丸松セム㈱Ａ

参加チーム

8チーム

● アドヴェンチャー㈱Ａ
● アドヴェンチャー㈱Ｂ
● ㈱イシカワ
●小竹正㈱
● ㈱タムラ
●フォーサイト㈱
●丸松セム㈱Ｃ
● ㈱レイメイ藤井Ｂ

準優勝

㈱タムラ

丸松セム㈱Ｃ

9 ― 12

㈱イシカワ

㈱タムラ

アドヴェンチャー㈱Ｂ

10 ― 6

1 ― 12

4―8

17 ― 9

アドヴェンチャー㈱Ａ

㈱レイメイ藤井Ｂ
9―3

10 ― 0

16 ―15

2― 17

小竹正㈱

フォーサイト㈱

丸松セム㈱Ｃ
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株式会社明石スクールユニフォームカンパニー福岡支店
TEL：092-622-2521 FAX：092-624-1130
http://www.akashi-suc.jp

―歴史について教えてください。
1865年の創業当初は、和装の帯や帯紐などの商
品を取り扱っていました。創業の地、岡山県倉敷
の児島というところで、瀬戸内海に面しています。
その辺りでは、綿の栽培が盛んでよく採れる地域
ということもあり、綿織物を行ない、その流れで
学生服を取り扱うようになりました。学生服を手
掛けるようになり、62年くらいです。
―綿の他にもジーンズでも有名な地域ですね。
そうですね、弊社のように学生服を扱っている
メーカーや岡山県倉敷に本社を構えられるメー
カーが多い地域です。
―その時代のエピソードは何かありますか。
もともと帯から始まり、段々和装から洋装化し
ていく時代でもあったため学生服に移っていきま
した。当時の製品は手づくりで、岡山一帯では主
婦をしながら縫い子さんをしていた女性が多かっ
たのですが、時代の流れも厳しくなり、縫い子さ
んや職人さんが減っていきました。
―いま現状としても国内で縫製というと、地域も
産地も限られていますよね。最近では海外製品も
増え、市場と戦うなかで、海外生産へシフトして
いる企業も多いと聞きます。
学生服業界は特殊で納期が限られています。短
期間で作り上げないといけないという制約がある
ため、なかなか海外生産は難しく、また、ものづ
くり・品質として国内生産にこだわっています。
―学生服業界で海外生産はあるのでしょうか。
詰め襟やズボンなどの重衣料は国産で、シャツ
やブラウスなど一部海外生産もあります。
―現在の販路や支店について教えて下さい。
全国47都道府県で事業所は30箇所です。九州で
言えば、佐賀県と長崎県にはありませんが、その
代わり代理店がありますので、何かしらの販売拠
点を築いていることになります。
―社名、会社のロゴマークの由来を教えてくださ
い。
社名はスクール（学校）のユニフォーム（制
服）を扱っているということを分かりやすく表現
しています。シンボルマークは、社名に見られる
3つの長音符〈ー〉をモチーフにしています。

インタビュー形式
㈱明石ｽｸｰﾙﾕﾆﾌｫｰﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ

課長

―先月（4月）までお忙しかったのでは。
そうですね。入学式までが一番の繁忙期です。
スケジュールは大体、県で決まっていて一日に何
十校を同時に対応します。短時間の間に採寸して、
注文いただくので集中して行ないます。繁忙期に
は、総動員です。採寸も社員だけでは足りません
ので、パートやアルバイトを何百人かお願いして
います。色々な方の協力を得ないと、このシーズ
ンは迎えられないですね。
―業界全体の最新情報や今後について、少子化問
題に関して御社での対策や試みがあれば教えてく
ださい。
メーカー同士の競争、シェアの取り合いになり
ます。学生服以外の分野では、介護事業をされる
企業向けのユニフォームを取り扱っています。こ
ちらの割合いを増やしていこうと進めていますが、
当然専業メーカーとの競争です。決して楽ではあ
りませんが、学生服以外の市場にも参入していこ
うと動いています。
＊明石被服興業株式会社は、2015年6月に管理・生産・
物流部門を明石被服興業㈱、企画・営業・販売部門を
㈱明石スクールユニフォームカンパニーとし分社化した。

永井起夫 氏〔聞き手：広報・IT委員会

新井（㈱古荘本店）、事務局 長沢〕

編集後記
どのような仕事でも必ず“納期“は存在します。納期はいわば約束であり、例えば友人との待ち合わせで「遅れ
ても○○ちゃんだったら許してくれるかなぁ」という経験、皆さんあると思います。ただし、学生服に関してい
えば、「ちょっと遅れるから待っててね」という甘い考えはゼッタイに通じませんし信用を落としてしまいます。
今回のインタビューを通して、「納期を守る＝信用」であることを感じました。創業152年という歴史がその大切
さを物語っているのではないでしょうか。
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『初任給の使い道』
株式会社百田工務店、新入社員の近藤 陸（こんどう

㈱百田工務店
近藤 陸
Riku Kondo
りく）です。この記事を書

かせていただいているのが４月末なので、オロシアム通信が発行されている頃には、
既に初任給をもらっているはずです。新卒の皆さんは初任給どのように使いました
か？
私は、３つの使い道を考えています。

第一に、今までお世話になった家族に食事のプレゼントをしたいと考えています。
いつも私のことを想い支えてくれた家族です。感謝してもしきれません。時にはけむ
たく感じ、反抗することもありました。それでも私のことを信じてここまで育て上げ
てくれました。普段は感謝の気持ちを口に出すことができていません。節目として
しっかりと感謝の言葉を伝えたいと思います。そして、おいしいものを食べて喜んで
もらいたいです。
第二に、貯金です。余りを貯金するのではなく、計画的に貯金することが大切だと
考えます。
学生の頃はアルバイトで得た給料は収支など考えず、使っていました。しかし、社
会人になればお金に関する責任も増えます。年金や保険、お金の義務を果たすことが
求められます。最近ではスマートフォンのアプリでも残高照会したり、家計簿をつけ
られるようになったりと便利になりました。アプリを使って賢く効率的にお金の管理
をして貯金をしていこうと考えています。そして、いつかは百田工務店で家を建てた
いです。
第三に、自己投資です。
社会人になり必要なものがいろいろと出てきました。その中でも私は一番に靴を購
入したいと思います。今の靴は就職活動、現場や研修など様々なところに連れて行っ

てくれました。そしてその経験は今の私を作っています。次の靴も気に入ったものを
吟味して、大切に使い、新たな経験を吸収していきます。
一生懸命、仕事をした成果としてお金はついてきます。お金は、ヒト、モノへの感
謝を忘れず、きちんとした使い方をす
ることでその価値以上の働きをしてく
れます。
生きていくためにはお金は切っても
切り離せません。これから、社会人と
してお金とうまく付き合っていきたい
ものです。
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新たな共同事業のご紹介
オロシアムFUKUOKAでは、新たな共同事業として「電力小売のご紹介」を開始いたします。
協力企業は、株式会社イデックスリテール福岡様です。電力価格低減をご検討の際は、下記
のイデックスリテール福岡ご担当者あて、「オロシアムFUKUOKAの会員企業」である旨を御申
し添えの上ご連絡いただき、電力価格の比較検討をお願いします。
【協力企業】
株式会社イデックスリテール福岡
法人営業課 電力担当 松野 圭介
〒812-0036 福岡市博多区上呉服町1-10-6Ｆ
ＴＥＬ：092-291-4008
ＦＡＸ：092-291-4020
携 帯：080-9055-2141
Ｅ-mail ：k-matsuno@idex.co.jp

教養セミナー開催のご案内
会員交流・研修委員会では、2016リオパラリンピック女子マラソンで、銀メダルを獲得され
た道下美里選手を講師に迎えて、教養セミナーを開催します。皆様お誘いあわせの上、どうぞ
ご参加ください。
● 開催日時 6月15日(木)18:30～20:00
● 場
所 卸センター会館 3階会議室
● 講
師 リオパラリンピック女子マラソン（視覚障がい）
銀メダリスト、2017ロンドンマラソン優勝
道下 美里 選手

第9回川柳コンテスト
● テ ー マ：フリー
● 提出方法：①企業名②氏名③作品をご記入の上、
メールまたはFAXにてご応募ください（1名3点まで）
メールアドレス：oroshi@mocha.ocn.ne.jp／FAX 092-622-2700
● 対 象 者：会員企業従業員（その家族を含む）
関係者（グループ企業・取引先〈メーカー・お得意先様等〉）
博多女子高等学校（生徒のみなさん）
● 表
彰：最優秀賞 20,000円 優秀賞 10,000円 佳作5,000円 最終選考作品 1,000円
● 締
切：平成29年7月25日（火）
・ 応募はオリジナルで未発表の作品に限ります
・ 応募作品一切の権利は当組合に帰属します ・入賞はお一人様一点に限ります
・ 応募作品数が一定数に満たない場合は、期間の延長、または次回との合同審査
になる場合がございます。
オロシアム通信
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ＦＦ20グループ企業“団地完成43周年記念売出し”開催報告
去る4月16日(日)・17日(月)の2日間“団地完成43周年記念売出し”を開催いたしました。

今回は、新たな試みとして、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。抽選に来られたお客様には、参
加企業の取扱商品を見ていただきな
がら、新たな企業との出会いがあり、
展示ブース参加企業にとりましても、
お客様のご意見を聞きながら、各社
の特長をＰＲする良い機会になりま
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。
来客数 192店 売上金額

婦人既製服分科会
会長 金古嘉喜

6,075万円

オロシアムFUKUOKA流通研究会“第192回例会”
優勝は ㈱イデックスリテール福岡 課長 梶木政伸氏
1. 開催日 平成29年4月18日(火)
2. 場 所 ザ・クラシックゴルフクラブ
3. 参加者 18名
前日の大雨からの快晴で、素晴らしいゴルフ日
和でした。
過去５年間程参加させて頂いておりますが、初
めての優勝となり、同伴者の白石理事長、前田次
長と楽しくラウンドさせて頂き感謝しております。

前日の大雨からの快晴で、素晴らしいゴルフ日和でした。
過去５年間程参加させて頂いておりますが、初めての優勝とな
り、同伴者の白石理事長、前田次長と楽しくラウンドさせて頂き
（敬称略） 【特別賞】
【個人成績表】
感謝しております。
順 位

氏 名

ス

コ

ア

ベストグロス賞

OUT

IN

GROSS

H・D

NET

優 勝

梶木

政伸

42

43

85

13.2

71.8

準優勝

白石

伸夫

46

48

94

19.2

74.8

45

48

93

20.4

72.6

第3位

川井田 伸司

第4位

夏秋

忠明

42

45

87

12.0

75.0

第5位

香月

清

48

44

192

16.8

75.2

ドラコン賞

梶木政伸
満山正明
川井田伸司
白石伸夫

ニアピン賞

荒牧幹治
渡辺雅寛
前田健一
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今月の本棚
旅猫リポート

法 則

出版社：文藝春秋
著 者：有川 浩

出版社：サンマーク出版
著 者：舩井 幸雄

「類い稀なる聡明な猫」を自
負するナナと飼い主サトルの
銀色ワゴンでの旅。感涙必至!!
けれども疲れた心がほっこりと
癒されます。

経営コンサルタント・舩
井幸雄氏が編み出した生き
方・考え方を網羅し、その
エッセンスをまとめたもの
です。

紹介者：藏本 萌さん (㈱サンロマン)

紹介者：永井 起夫さん
(㈱明石スクールユニフォームカンパニー)

とまっていた時計がまたうごきはじめた
出版社：平凡社
著 者：細野 晴臣
少し厚めの雑談記ですが、
あっと言う間に読めてしま
います。奏でる音楽も物事
への捉え方もとても共感出
来ます。
紹介者：井上 勝雄さん (㈱ケイ・エス・デー)

ラク～に生きるヒントが見つかる
般ニャ心経
出版社：星雲社
監 修 ：加藤朝胤
編 集 ：リベラル社
文 ：菅原こころ
般若心経の教えを身近な
例や、分かりやすい言葉で、
猫の写真と共に紹介してい
る本です。言葉と、猫の可
愛らしさに心が和みます。
紹介者：末次 勝伸さん (音伍繊維工業㈱)

組合員企業からのお知らせ

6・７月の主な組合行事予定
行 事 名

日

時

法律相談

6月 6日(火)13：30～

理事会

6月 9日(金) 9：30～

教養セミナー

6月15日(木)18：30～20：00

法律相談

7月 4日(火)13：30～

理事会

7月14日(金) 9：30～

●

商号変更（5月1日付）

前商号 アドヴェンチャー株式会社
新商号 アドヴェンチャー
ホールディングス株式会社

