第24回フォトコンテスト

佳作

「星たち」
九州産業大学 商学部 仲村 征紘さん
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オロシアムFUKUOKAのホームページが

VOL.482

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／226名（8/25現在）

前月比100.44％

献血結果の実績
29年7月
29年1月
（今回）
（前回）

さる7月19日(水）卸会館3階にて「夏季献血」
が行われました。
厳しい暑さの中、総計
37社83名の方にご協力

いただき誠にありがとう
ございました。

28年7月
（前々回）

400ml

63名

85名

88名

不採血
（割合）

20名
（24%）

9名
（9%）

14名
（13%）

合計

83名

94名

102名

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

㈱イデックスリテール福岡

㈱イノウエ

㈱エフ・アール・シー

カイタック㈱

㈱九州機工

グリーンコープ(生協)

㈱ケイ・エス・デー

興信㈱

小竹正㈱

㈱サニクリーン九州

秀鳳㈱

㈲成管工業

セムインターナショナル㈱

セムマルマツ㈱

高千穂倉庫運輸㈱

津田産業㈱

㈱藤秀

㈱トライアルカンパニー

西日本物流サービス㈱

㈲パ・シェール

㈱ヒデトレーディング

フォーサイト㈱

㈱福岡銀行

福岡デンタル販売㈱

㈱ボーダレス・ジャパン

堀田丸正㈱

マルクニ運送㈱

丸松セム㈱

㈱リックスプランニング

㈱リブ

㈱レイメイ藤井

(協)福岡卸センター
37社 83名

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
共催：福岡市

雨天決行

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

ワゴンセール会場
販売時間

8：00～

まつり実行委員会では、6月16日に第1回のプロジェクト会議を開催しました。その中で、一

前日の大雨からの快晴で、素晴らしいゴルフ日和でした。
止め、メイン会場とプロレス会場の2会場とする事、ワゴンセール会場は昨年同様に行う事と
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
なりました。
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
また、駐車場が不足する中、公共交通機関や、シャトルバスの
感謝しております。
利用について広報し呼びかけています。無料シャトルバスに関し
部のステージイベントの見直しを行い、これまで音楽ファンに人気だったミュージック会場は

て、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、発着場所を見直して運行する予定です。
なお、次年度以降のまつり開催日
について、まつり会場周辺の混雑を
できるだけ避けるために日曜日開催
案もあり、今後多くの方の意見を聞
きながら検討してまいります。
オロシアム通信
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来客者用駐車場
九州団地倉庫駐車場
【有料】1台／1,000円

事務局からのお知らせ（会議室の予約について）
当組合のホームページ「会議室のご案内」では、3階(第1会議室・第2会議室・第3会議室)と
4階(第5会議室)の会議室に関して、予約状況を確認いただけるようになりました。
会議や展示会などの会場をお探しの方は是非ホームページ〔http://www.foc.or.jp/〕を一
度ご覧ください。なお、携帯電話やスマートフォンからも閲覧頂けます。

メールアドレス : oroshi@mocha.ocn.ne.jp
テ-マ
提出方法

対象者

表

彰

締

切

フリー
①所属先名 ②氏名 ③タイトル（全角10文字以内）をご記入の上、
データ（メール可：件名に「フォトコンテスト応募」）または
写真をご提出ください。
応募点数はお一人様5点まで
会員企業従業員（その家族を含む）、関係者及び九州産業大学
（芸術学部、写真部、九州産業大学造形短期大学部の方はご遠慮ください）
※賞金の受け取りに事務局へ来局が可能な方に限らせて頂きます。
最優秀賞（1点） 20,000円の商品券 ほか
平成29年10月25日（水）まで

【応募上の注意】
・入賞作品の著作権は主催者に帰属します
・人物が写った写真は本人の了承を得てください
・応募写真はご返却いたしませんのでご注意ください
・入賞後、所属先名・氏名・タイトルがホームページ等に掲載されますこと予めご了承ください
・入賞はお一人様1点に限ります
オロシアム通信
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株式会社トライアルカンパニー
TEL：092-626-5550 FAX：092-626-5551
http://www.trial-net.co.jp/

私たちはこんな事業をしています

『小売業を通じて世の中の暮らしを豊かに』
暮らしに必要な商品を、地域一番の価格でご提供し、豊かな暮らしを実現したい。
トライアルグループは、お客様にとっての世界最高の企業になることを目指しています。
□ 食品・生鮮食品・家庭用品・衣料品・家電製品の小売り
□ コンピュータソフト・流通システムの開発
□ 物流
□ 商品開発・製造
発想の起点は、「ITで流通を変える」こと。
1980年代の創業初期段階から日本の小売市場の発展を見越し、小売・流通業にフォーカスしたIT
分野に着目。
そのIT技術を駆使しつつロープライスを実現し、現在は全国に店舗を展開する小売企業に成長し
ています。

工事中の本社

一部完成したメイン入口

現在、本社リノベーション工事を行なっております。（10月末完了予定）
工事中はご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し
上げます。
お気付きの点がございましたら、ご連絡ください。
また、6月にホームページもリニューアルしました。
御覧いただけましたら幸いです。（http://www.trial-net.co.jp/）

オロシアム通信
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2019年ラグビーワールドカップin福岡
株式会社 アビオス
田中 良彦
Yoshihiko Tanaka
皆さん、世界三大スポーツイベントってご存知でしょうか？

夏季オリンピック、サッカーワールドカップ、そして3番目・・・
私は自分がラグビーに携わっているものですから、間違いなくラグビーワールドカッ
プと信じておりました。実際そのような記事や資料も読みましたし、福岡県のホーム
ページにも堂々と記載されております。
ところが、ある資料にはツールドフランス（自転車競技）と書いてあるのもあれば、
F-1（モータースポーツ）と書いてあるのもあり、世界陸上とするのもありました。競
技人口、観客数、TV視聴者数、収益など様々な角度から様々な競技団体が都合の良いよ
うにどうも言っているようです。

まーそれは良いとして2019年にラグビー先進国以外の国で初めて開催されるという
事、それが日本である事、そして、我が地元福岡県も試合会場の一つに選定されたとい
うことで今から関係者は大変盛り上がっております。
さて、この投稿で何が申したいかと言うと、私の経験上、たいして興味の無い分野で
も頭に三大祭りとか三大花火大会など三大と付くものに行ってみると、必ずや興奮し感
動を得られます。
それが伝統という重みなのか、美しさなのか、周りが作り出す雰囲気なのかはわかり
ませんが行ってよかった、来てよかったとなるのが常です。本物、一流と言われるもの
には必ずや何か人を惹きつける魅力があるんでしょうね。
それは音楽、芸術、食べ物、洋服、サービスetc.それら
一流に触れる事で、現状に必ずや満足出来なくなり向上心
が芽生えると思うのです。
勿論、上を見ればきりが無いですが、手に入れる・入れ
ないは別次元の話で、必ずや心に余裕や優しさが付いてく
ると思いますので、子供や若い人達には特にそんな機会に
数多く触れる事をお勧めしたいと思います。
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平成29年九州北部豪雨義援金についてのご報告
今回、平成29年九州北部豪雨災害に対する義
援金を会員企業の皆様に呼びかけましたところ、
その総額は2,833,000円となりました。
去る8月4日(金)に八頭司理事長と金古副理事
長、坂田副理事長は西日本新聞民生事業団を訪
れ、現地の災害本部などを通じ被災者の方に送
られる救援金として全額をお渡ししました。皆
様のご協力ありがとうございました。

オロシアムFUKUOKA流通研究会“第193回例会”
優勝は

丸松セム㈱

会長

八頭司正典氏

1. 開催日

平成29年7月21日(金)

2. 場

久住高原ゴルフクラブ

所

3. 参加者

14名

第１９３回を迎えた、（協）福岡卸センター主催の懇親ゴルフ会、歴史と伝統の当大会で、
図らずも優勝できました事、喜びと感謝で一杯です。これは当会会長津田様はじめ、幹事の村
嶋事務局長のパーフェクトな準備段取り、そして見事な運営をして頂き、心おきなくプレーに
集中できた事、これが第一です。次にパートナー、ジェントルマンの夏秋さん、魅力溢れる美
女お二人に囲まれ、気分爽快でアドレナリンがあがり、飛距離が１０～２０ｍ伸び、パーが７
つ取れた。（実は、ゴールドマークがレディースと同じところが多かった）それにトリプルの
３カ所が全て隠しホールで２０．４のハンディが付いた。神様から好運を頂いた。（懇親会で、
理事長の忖度が働いたのではと盛り上がりました。久住高原の名誉の為にありません！）
いやいや、本当に楽しい１泊２日でした。皆様に心から感謝申し上げます。
そして、一番感激しましたのは、御遠路にも拘りませず懇親会にのみ、金古、坂田両副理事
長、鈴木監事に御出席頂き、夜の部が大変盛り上がりました事、お３人の暖かい思いやりの心、
当組合を引っ張って頂きます事、感謝の念で一杯でした。又、二次会では田中さん、瀬藤さん
のプロ顔負けの美声とパフォーマンス、特に田中理事にはゴルフも二次会迄も主役で頑張って
いただき深謝。
最後、当会の今後の益々の発展を心からお祈り申し上げますと共に、新しい組合員様の入会
を心待ちしています。

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
感謝しております。

（敬称略） 【特別賞】

【個人成績表】
順

位

氏

名

優 勝 八頭司 正典
準優勝 樽井 敬三
第３位 田中 良彦
第４位 満山 正明
第５位 梶木 政伸
オロシアム通信
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OUT
45
53
39
47
51

ス
IN
46
53
44
46
50

コ
GROSS
91
106
83
93
101

ア
H・D
20.4
33.3
10.8
20.4
26.4

ベストグロス賞

NET
70.6
72.4
72.2
72.6
74.6

ドラコン賞
ニアピン賞

田中良彦
満山正明
久家洋子
奥田茂
田中良彦(2)

貸事務所

テナント募集中

卸センター会館では、2階と4階にて貸事務所の
テナントを募集中です。
オロシアムＦＵＫＵＯＫＡバス停直近の大変便
利なビルに、事務所開設をご検討下さい。

2階
61.42㎡／18.57坪
81,000円（8％税込）・敷金6ヶ月

4階
58.00㎡／17.54坪（和室畳敷き）
54,000円（8％税込）・敷金6ヶ月

オロシアム通信
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今月の本棚
愛さなくてはいけないふたつのこと

失われた原始キリスト教徒 「秦氏」の謎

出版社：PHP研究所
著 者：松浦弥太郎

出版社：学習研究社
著 者：飛鳥昭雄
三神たける

暮しの手帖前編集長が綴
る人生論。不安・寂しさと
どう向き合うか。仕事・友
達等、場面に合わせて著者
が優しい語りで癒される1冊。

古本屋で見つけた！オモ
シロイ1冊です。古代日本国
のSF。

紹介者：福冨 美保さん (㈱ヒデトレーディング)

紹介者：別府 憲和さん (小竹正㈱)

君の膵臓をたべたい

ちょっと今から仕事やめてくる
出版社：KADOKAWA/
アスキー・メディアワークス
著 者：北川恵海

出版社：双葉社
著 者：住野よる

このタイトルにどういう
意味があるのだろう？と思
い興味がわきました。
ぜひ一読してみて下さい。

ブラック企業に勤めた主人
公が生きること、働くことを
考えていく物語であり、日本
の労働環境への疑問を投げか
ける内容の本です。

紹介者：寺田 健治さん (㈱アルシュ)

紹介者：杠 幸治さん (興信㈱)

オロシアムFUKUOKA
通常総会のご案内

9・10月の主な組合行事予定
行 事 名

日

時
協同組合オロシアムFUKUOKA

法律相談

9月 5日(火)13：30～

理事会

9月 8日(金)11：00～

は、平成29年9月26日(火)17時
00分よりザ・ロイヤルクラシッ
ク福岡(東区千早4丁目23-27)に

(協)オロシアムFUKUOKA
通常総会
法律相談
第4回フットサル大会
（福岡流通センター地域活性化部会）

9月26日(火)17：00～

て通常総会を開催いたします。
ご参加くださいますようどう

10月 3日(火)13：30～
10月 8日(日)

ぞ宜しくお願い申し上げます。

