
第24回フォトコンテスト 最優秀賞

「エネルギー」
ワーゲン㈱ 川嶋 ルミ子さん

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（福岡卸センター）は、5月26日

(金)16時より博多サンヒルズホテルにて第47回通常総会を

組合員27名（うち委任状提出8名）出席のもとに開催いたし

ました。理事会から提出された議案全て、原案通りに可決

されました。

第47回 通常総会

第47回通常総会において可決された議案

第1号議案 平成28年度事業報告書・財産目録・貸借対照表・損益計算書

および剰余金処分案承認の件

第2号議案 平成29年度事業計画及び収支予算案承認の件

第3号議案 平成29年度経費の賦課並びに徴収方法決定の件

第4号議案 出資口数決定の件

第5号議案 本年度借入金残高の最高限度額決定の件

第6号議案 高度化資金にかかる返済条件変更の件

第7号議案 加入金決定の件

第8号議案 流通業務市街地の整備に関する法律の取扱基準緩和の件

第9号議案 役員補選の件

第10号議案 定款変更の件

また総会終了後の懇親会に

は、福岡市議会議員藤本顕憲

氏（当組合顧問）と2020年東京

パラリンピックへの出場を目指

されている視覚障害のマラソン

ランナー山下慎司選手をお迎

えし盛会のうちに終了いたしま

した。

日時：7月19日（水）
9：30～11：30／12：30～15：30

場所：卸センター会館3階第2・3会議室

★400ml献血にご協力いただける方★
・ 体重：男女とも50㎏以上 ・ 年齢：18歳（男性は17歳）～69歳
（ただし、65歳以上の方については、60歳以降に献血経験がある方に限ります。）
★献血をしていただくために★
・食事と睡眠（前夜4～5時間）をとっておいてください。
・高血圧（複数剤）、高脂血症、花粉症などのお薬を服用されている方は、お薬手帳または

服用されているお薬の持参にご協力お願いします。
・ご本人を確認できる書類をお持ちください（例：運転免許証など）。
※ 医師が総合的に判断し献血をご遠慮いただく場合がありますので、ご了承願います。
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TEL：092-622-3423 FAX：092-622-3413
http://www.archeco.jp/

株式会社アルシュ

事 業 内 容

1928年 2006年 2013年現在1993年

ロゴマークの変遷
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❖靴、履物全般、寝具インテリア商品、繊維製品の卸売販売❖

福岡県久留米市に本社を置く、靴メーカー”月星シューズ”の

福岡地区販売代理店として、月星シューズの販売に従事してまいりました。

ムーンスターブランドを、10代の中高生徒の中には、知らない人もいます。多くの人が、

学校の通学靴、うわぐつ、体育館シューズなので、使用したと思います。

ムーンスターの歴史は、1873年（明治6年）足袋の生産に始まり、以来140年以上にわ

たり、靴製品の製造、販売を行っています。1972年（昭和47年）に社名を月星化成株式

会社に、2006年（平成18年）社名を株式会社ムーンスターに変更。

❖ 昭和24年 南区那の川にて設立

❖ 昭和49年 東区多の津流通センターへ移転

❖ 平成5年 三坂商事㈱より ㈱アルシュへ現社名へ変更し、現在に至る



みなさん日頃 標準語って使われていますか？

私は標準語に近い言葉で話をしていると思い込んでいましたが、関東の人には通じない

という事がおこりました。

先日、熊本まで行った時の話です。くまモンスクエアというくまモンに会える場所があ

り、熊本・九州に及ばず日本各地や海外(欧米・アジアなど)から大勢の人がくまモンを見

にやってきます。

私が座って待っていると、後ろに幼稚園くらいの男の子とお母さんが一緒に立っていま

した。私は男の子に『チビっ子はお母さんと一緒に前の方に座っていいとよ～♪』と優し

く教えてあげましたが、男の子はジーーと私の顔を見て・・・固まったまま。アレっ？と

思いもう一度同じ言葉を掛けてみましたが同じ態度。

その時、友人が東京に住んでいる親戚の子と電話で話した時の会話を思い出しました。

『東京の親戚の子に今なんしよったと～？って聞いたら方言がわからなくて返事せんと

よ！』と言っていたのを思い出し、男の子に『どこから来たと？』ではなく『どこから

キ・タ・ノ・デ・ス・カ？』と聞くと『千葉から』とやっと答えてくれました。『チビっ

子はお母さんと一緒に前の方に座ってイ・イ・ノ・デ・ス・ヨ。』(正しい標準語かどう

かわかりませんが)というと男の子はニッコリしてお母さんの手を引いて前の方に歩いて

行きました。私はホッとしていましたが、側にいた友人はロボットみたいに下手な標準語

に大笑いしていました。

日ごろ自分では若干の方言はあっても誰にでも判る程度の方言しか使っていないつもり

でしたが、関東の人には全く通じてなかったのです。今度からは出来るだけ標準語で話し

をするように心掛けたいと思います。

ちなみにくまモンのステージはお付きの

お姉さんがバリバリの熊本弁で話しますが、

くまモン自体はジェスチャーが上手なので

九州弁が分からない小さな男の子も外国人

にも理解出来て人気があるのでしょうね。

もし、熊本に行く機会があったら一度く

まモンスクエアに寄られてみてはいかがで

すか。こんな癒しの場面にも遭遇できるか

もですよ。

NCY株式会社
社 員

標準語って
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佳 作

応 募 作 品数 103作品

応 募 企 業数 15社

応 募 人 数 32名

最 終 選 考 作 品

61「和音」
九州産業大学 芸術学部 山口純平さん

優秀賞最優秀賞

46「エネルギー」
ワーゲン㈱ 川嶋ルミ子さん

24「星たち」
九州産業大学 商学部

仲村征紘さん

3「前進！」
九州産業大学 経営学部

伊藤佑梨さん

13「夕景」
㈱イノウエ
野田幸子さん

32「夜に咲く花」
ワーゲン㈱

高田絵理子さん

26「かぜ」
九州産業大学 商学部

仲村征紘さん

59「雪合戦」
セムインターナショナル㈱

津福将正さん

84「花」
フォーサイト㈱
三浦有翔さん

66「春の角島」
㈱アビオス
山北摩弥さん

58「みんな仲良く」
セムインターナショナル㈱

津福将正さん

25「鏡」
九州産業大学 商学部

仲村征紘さん

43「ぺろり」
フォーサイト㈱
古川可奈子さん

27「ある日の夕方の海辺」
九州産業大学 商学部

仲村征紘さん
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60「飽きた犬」
セムインターナショナル㈱

津福将正さん



去る5月22日(月)・23日(火)の2日間“オロシアムサマーセール”を開催いたしました。

前回に引き続き、抽選会場に、グループ企業12社から8社の展示ブースを設置しました。ま

た今回は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レイア

ウトを変更し、情報発信に努めました。

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、お客様との時間を

大切に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。

ＦＦ20グループ企業“オロシアムサマーセール”開催報告

来客数 188店 売上金額 5,705万円
婦人既製服分科会
会長 金古嘉喜

第9回ラブアースクリーンアップ＆ブックリサイクル

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。

5月21日(日)に、福岡流通センター地域活性化部会主催による『ラブアースクリーンアップ

＆ブックリサイクル2017』が開催されました。当地域では今年で9回目の取組みで、28社から

約220名の皆さまに参加いただき、多々良川・多々良新川を含む流通センター地域周辺の清掃

活動を行ないました。

㈱アイ・ティマネジメント、

㈱アイル・ジャパン、㈱アビ

オス、㈱アルシュ、㈱イシカ

ワ、㈱イノウエ、音伍繊維工

業㈱、九州団地倉庫、興信㈱

、小竹正㈱、三和シヤツター

㈱、㈱サンロマン、セムイン

ターナショナル㈱、セムプラ

ンニング㈱、セムマルマツ㈱

、セラビ㈱、㈱釣王、㈱西日

本シティ銀行、㈱西日本総合

保険、㈱ヒデトレーディング

、フォーサイト㈱、㈱福岡銀

行、福岡流通警備保障㈱、㈱

古荘本店、丸松セム㈱、㈱百

田工務店、㈱レイメイ藤井、

(協)福岡卸センター

（50音順）

第2回として開催した“ブックリサイクル”には100冊を

お預かりして、多々良公民館の“しろうお文庫（ミニ図

書館）”に寄贈することができました。ありがとうござ

いました。

オロシアム通信 2017.7 5



袖の部分がむずかしかったです・・・。ぬけ衿の伸ばしと衿まわりの方法等とてもために

なりました！！

❦テーマ❦

2017～18秋冬コレクションから

ニナ・リッチのラグラン袖ビックスリーブコート

・エレガントなビッグシルエット

・上衿が大きなテーラード

・ラグランスリーブ（肩の強調を抑えて）ラ

グランスリーブのブックスリーブの作図方

法を説明

Ⅰ.日 時 平成29年6月10日（土）9：00～17：00

Ⅱ.場 所 卸センター会館 第2会議室

Ⅲ.講 師 ㈱クールブ 黒部裕子氏

Ⅳ.参加者 20名

黒部裕子氏による“第1回モデリストフォーラム”
（一社）日本アパレル・ファッション
産業協会福岡支部

＊(一社)日本アパレル・ファッション産業

協会 福岡支部では、パタンナーの方を対

象に実技を中心としたセミナーを年4回開

催しております。

受講者の声

新入社員ビジネスマナーフォローアップ研修会のご案内

● 日 程 平成29年8月8日(火) 9：00～17：00

● 会 場 卸センター会館 第3会議室

● 講 師 一般社団法人日本経営協会 西藤孝子氏

● 受 講 料 １名につき2,000円（昼食、テキスト代含む）

● 目 的 入社5ヶ月を経て自分自身の職場での言動を振り返り、

さらなるステップアップを目指し仕事遂行能力の向上

のために具体的な行動等の変容をはかること

さて、4月よりホームページやオロシアム通信の新コーナーを募集し

たところ、豆知識・音楽の紹介コーナーやフリマコーナー（譲ります・

要ります）、サークルメンバー募集などの応募があり、抽選の結果に基

づき応募者へ500円分の商品券を贈呈いたしました。

今後、新コーナーの内容につきましては、担当委員会の広報・IT委員

会で検討を行ない、皆様のもとへ読み応え抜群の内容をお届けする予定

です。

新コーナーのアイディア大募集のご報告
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何故 今 金融機関が大き
く変わろうとしているか。
金融検査マニュアルから事
業性評価への大転換。必読
の価値あります。

紹介者：日永 裕章さん (㈱侶丹)

捨てられる銀行

出版社：講談社
著 者：橋本卓典

「ぼやき」のノムさん事
野村克也氏の名言、格言を
あつめた一冊。「人は何の
為に生まれてくるのか？」
人生を学えさせられる一冊
です。

紹介者：寺田 健治さん (㈱アルシュ)

弱者の兵法
野村流 必勝の人材育成論・組織論

出版社：アスペクト
著 者：野村克也

初版が1936年と古い本で
すが、中の言葉はまったく
色あせていません。何度も
読みかえしたくなる本です。

紹介者：瓜生 祐史さん (福岡流通警備保障㈱)

人を動かす

写真：創元社
解説：デール・カーネギー

紹介者：花山 義弘さん (㈱イノウエ)

自分を操る 超集中力

これから60歳になられる方
への弘兼氏からのメッセージ。
60歳になったら大きな荷物を
背負う必要はありません。人
生を身軽に。

紹介者：菊地 儀和さん (㈱イシカワ)

弘兼流 60歳からの手ぶら人生

平等に与えられた時間を
差別化出来る24時間への向
き合い方がこれからの自分
を無限大にするきっかけと
なる本です。

出版社：海竜社
著 者：弘兼憲史

今月の本棚

出版社：かんき出版
著 者：メンタリストDaiGo

7・8月の主な組合行事予定 組合員企業からのお知らせ

● 代表者交代

株式会社古荘本店 5月吉日

名誉会長 古荘 善啓

代表取締役社長 古荘 貴敏

ふるしょう よしひろ

ふるしょう たかとし

行 事 名 日  時

 法律相談  7月 4日(火)13：30～

 理事会  7月14日(金) 9：30～

 夏季献血  7月19日(水) 9：30～

 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

 理事会  8月25日(金)16：00～

 8月 8日(火) 9：00～17：00
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