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セムインターナショナル㈱ 津福 将正さん
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理事長 金古 嘉喜
Yoshiki Kaneko

協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ 第1回 通常総会

理事長 金古 嘉喜
Yoshiki Kaneko

ごあいさつ

この度、9月26日の第1回通常総会並びに理事会にて、理事長に選出されました。これよ

り2年間、よろしくお願いします。

さて、協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡは、2月の創立総会から準備を進め、6月に共

同事業説明会、8月には組合運営説明会を開催して、組合活動をスタートする準備を進め

てきました。いよいよスタート、いえ既に8月1日のスタートラインは通過し、走り始めて

います。走り始めた我が協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡの円滑な運営は、皆様の協力

なくしては実現できません。共同事業の利用、委員会への参加、そして、ボウリング大会

やソフトボール大会、研修会への参加と、様々な組合の事業を会員企業一人一人が率先し

て利用する事が、第一歩です。

そして、円滑な組合運営のもとで、会員の皆様と一丸となって大きな力で地域の活性化

や街の健全な発展につくし、当組合に関る会員の皆様の発展に貢献したいと思います。

「団結は力・組合力の強化・組合員企業への還元」のスローガンのもと、県・市・地域や

関係各位のお力をお借りし、皆で力をあわせて未来を創造しましょう。

最後になりますが、皆様からのご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いします。

協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡは、

9月26日(火)17時よりザ・ロイヤルクラシ

ック福岡〈東区千早〉にて第1回通常総会

を開催、28年度の事業・収支報告・29年

度事業計画等の議案を審議の上、ご承認

いただきました。

また、総会終了後の懇親会には、共同

事業協力企業の皆様にも参加いただき、

名刺交換・情報交換などにより大いに盛り上がり、交流を深めました。

オロシアム通信 2017.11 1

理事長 金古 嘉喜
Yoshiki Kaneko



就任理事のご紹介

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

理事(再任)広報・IT委員会 委員長 理事(再任)広報・IT委員会 委員長

理事(再任)広報・IT委員会 委員長 理事(再任)広報・IT委員会 委員長

理 事

㈱アイル・ジャパン

Keizo Tarui

㈱ヒデトレーディング
鈴木 英夫

Hideo Suzuki 

専務理事

㈱イノウエ
宮原 茂直

Shigenao Miyahara

(協)福岡卸センター
村嶋 猛弥

Takeya Murashima

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

舞松原不動産㈱
加藤 龍雄

Tatsuo Kato

理 事 理事(再任)広報・IT委員会 委員長
アッサンブラージュ㈱

友永 勝三
Katsumi Tomonaga

理 事

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

㈱スギヤマ
杉山 秀彦

Hidehiko Sugiyama

理 事 理事(再任)広報・IT委員会 委員長

㈱クリーンサービス
満山 正明

Masaaki Mitsuyama

理 事

監 事 監 事

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

㈱サンロマン
津田 征子

Yukiko Tsuda

理 事理事(再任)広報・IT委員会 委員長

㈱百田工務店
百田 篤

Atsushi Momota

理 事

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

㈱イシカワ
石河 勲

Isao Ishikawa

副理事長
理事(再任)広報・IT委員会 委員長理事(再任)広報・IT委員会 委員長

丸松セム㈱
八頭司 正典

Masanori Yatoji

理 事

理事(再任)広報・IT委員会 委員長理事(再任)広報・IT委員会 委員長
㈱アビオス

田中 良彦
Yoshihiko Tanaka

副理事長

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

理事(再任)広報・IT委員会 委員長副理事長

㈱アルシュ
坂田 泰良

Yasunaga Sakata
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● 開催日 平成29年11月23日(木・祝日)

● 開催時間 9：00～16：00 雨天決行

● 販売時間 8：00～16：00

● 共催 福岡市

● 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

第37回 福岡流通センターまつり

ご来場をお考えの皆さまへ（お願い）

今年も、無料シャトルバス(運行時間 7：30～16：30)を運行します！

公共交通機関または無料シャトルバスをご利用ください。来場者用駐車場が大変不足してお

ります。

・発着場所：天神日銀前、JR吉塚駅(西口)、

JR千早駅(西口)、長者原(役場系統)

・来場者用駐車場：九州団地倉庫駐車場(1,000円／1台）

まつり本部(メイン会場：卸会館裏駐車場)の健康相談コーナーでは、(医)辻内科クリニック

辻医院長が日常の健康管理等に関するご相談を承ります。なお、診察にあたる行為は行えま

せんので予めご了承ください。

流通センターまつりは、周辺の皆様のご理解・ご協力で開催されます。ゴミなどを放置せ

ず、周辺の皆様にご迷惑をお掛けしないようにお願いいたします。

ステージスケジュール(9：00～16：00)

✦メイン会場：卸会館裏駐車場

出演団体様は、多々良保育園〔遊戯〕、若宮太鼓〔太鼓演奏〕、福岡市消防音楽隊〔吹奏

楽〕、ファンキービート〔ダンス〕、粕屋よさこい踊り〔踊り〕、多々良中央中学校吹奏楽

部〔吹奏楽〕、みーぐるぐるwithＪ〔琉球民謡〕、マーシャル青山バンド〔バンド演奏(カン

トリー)〕、綾杉太鼓〔太鼓演奏〕です。

✦プロレス会場：㈱パラマ・テック様駐車場

九州産業大学プロレス研究部のみなさんによる「流通センター大会」を行ないます。

ワゴンセール会場(物品の販売は8：00から16：00まで)

卸センター地域・FRCビルにて衣料品、寝具、食品、雑貨、寝具、靴、インテリアなど60社

以上が出店いたします。

また、あさくら復興支援即売会では、九州北部豪雨により甚大な被害を受けた地域の生産

者や小売業者を支援するため野菜、果物、加工品などを販売予定です。
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ＦＦ20グループ企業“秋の繊維まつり”開催報告

来客数 246店 売上金額 6,325万円

去る10月1日(日)・2日(月)の2日間“秋の繊維まつり”を開催いたしました。

今回の抽選景品には、得々賞に3万円を5本、得賞に1万円を10本のほか空くじなしの現金を

ご用意いたしました。生憎の天候の中、ご来場いただきましたお客様、誠にありがとうござ

いました。

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、お客様への情報発信に努め

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。

婦人既製服分科会
会長 金古嘉喜

福岡流通センター地域活性化部会 企業研修のご報告

福岡流通センター地域活性化部会では、会員相互の交流と研鑚を目的として会員企業を訪

問し研修会を開催しました。今回は、久住高原ゴルフ倶楽部を訪れ、同クラブの社長であり

当部会の会員でもある丸松セム株式会社代表取締役社長 八頭司和孝様より、貴重なお話を伺

う事ができました。研修会終了後は、久住高原コテージに場所を移し懇親を深めつつ、さら

に夜が更けるまで意見・情報交換が続きました。

1. 日 時 平成29年9月22日(金) 17：00～18：30

2. 場 所 久住高原ゴルフ倶楽部

3. 参加者 8名

4. 内 容 (1)丸松セムグループの概要

(2)久住高原ゴルフ倶楽部の紹介

(3)ゴルフ場経営のこれまでとこれから

(4)経営方針

・ ラグランを2回続けてやって頂けたので無知だった頃より少し理解が深まりました。
今の流行りや、線を丸くする理由など理解できて楽しかったです。

・ とても難しかったですが、デザインや作図など初めてのことでとても勉強になりました。

❦テーマ❦
2017～18秋冬コレクションから
アクリスのラグランコート

・Ａラインのビッグシルエット
・ラグランスリーブ
・ノーカラー（少し浮かした衿ぐり）

Ⅰ. 日 時 平成29年9月9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 16名

黒部裕子氏による“第2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
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TEL：092-611-1813 FAX：092-611-8687
http://www.toushu.co.jp/

株式会社 藤秀

オロシアム通信 2017.11

九州では、非常に数が少ない雛人形・五月人形ケース創りを製造しておりま
す会社です。
当所にて節句人形全般の小売販売も行っております。
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『東平尾公園』

興信株式会社
杠 幸治

Kouji Yuzuriha

私は休日になると娘を連れて色々な所に遊びに行きます。今回はその中でもお気に入

りの東平尾公園大谷広場をご紹介したいと思います。

東平尾公園は福岡市博多区にあり、福岡空港のすぐそばにある公園です。ここには今

回ご紹介する大谷広場以外にも陸上競技場やテニス競技場やアビスパ福岡のホームグラ

ンドでもあるレベルファイブスタジアムなどがあります。

大谷広場には幼児が遊べる遊具やバスケットリングなどがあり、夏休み期間中には

じゃぶじゃぶ池が開放され、水遊びができます。広場でバドミントンやキャッチボール

などをして遊ぶのも楽しいですが、特におすすめなのがソリ滑り台です。人工のゲレン

デを無料貸出の専用ソリを使って滑ります。

ゲレンデ利用は10時からでソリの数に限りがある為、利用者の多い時は15分交代となり

ます。大人（中学生以上）のみでの利用は禁止されており、監視員も複数人いるので安

心して見ていられます。

大小二つの滑り台があり、大きな滑り台は初めてだと大人でも少し怖いくらいの高さ

と傾斜があり、私の妻は怖がって滑れませんでした。小さなお子さんと初めて滑る時は

小さな滑り台で慣れてから大きな滑り台で滑る方が良いかもしれません。滑ってはソリ

を持って階段を上がり、また滑ることの繰り返しですので、冬場でも汗をかいてきます。

休日には多くのご家族が利用され、アビスパ福岡の試合の日ともなると近隣駐車場も

含めて満車になってしまいますので、午前中に行かれるか、公共の交通機関で行かれる

ことをおすすめします。また、ゲレンデが前日雨など

で濡れている場合などは利用できないことがあります

ので、確認してからお出かけください。

これから少しずつ寒くなる季節で、外出が億劫にな

ったり、屋内レジャーになったりしがちですが、寒い

時こそ外で体を動かしてみるのも良いと思います。
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今月の本棚

JAL123便事故原因に迫る

新事実。政府。米軍。自衛

隊。事件だったのでは？ノ

ンフィクションです。

紹介者：𠮷本 直也さん (㈱古荘本店)

日航123便墜落の新事実
目撃証言から真相に迫る

主にアスリートに向けた

専門書では有りますが、ビ

ジネスマンや主婦にも使え

る事が載っており、非常に

面白い本です。

紹介者：上田 眞二さん (音伍繊維工業㈱)

メンタル・タフネス

紹介者：山北 摩弥さん (㈱アビオス)

青い鳥

行動力がないのでは？という

悩みも今日で終わりますという

言葉から始まり、人生全般に

おいて使えるヒントが詰まった

一冊です。

紹介者：松本 久美さん (㈱サンロマン)

結局、「すぐやる人」がすべてを手に入れる

ひとりぼっちの心にそっ

と寄り添い、本当に大切な

事は何か教えてくれるハン

カチなしでは読めない涙活

にぴったりの一冊です。

出版社：新潮文庫
著 者：重松清

出版社：河出書房新社
著 者：青山透子

出版社：青春出版社
著 者：藤由達藏

出版社：ワニ文庫
著 者：ジム・レーヤー
翻 訳：重川元志

11・12月の主な組合行事予定 おしらせ
来年(2018年)から・・・
福岡流通センターまつりの開催日は、

変更前
11月23日

（勤労感謝の日）

変更後
11月

第3日曜日

来年(2018年)は、11/18日(日)開催！

【注 意】

今年(2017年)は、11月23日(勤労感謝の日)

に開催いたします。

行 事 名 日 時

理事会 11月 6日(月)11：00～

法律相談 11月 7日(火)13：30～

教養セミナー 11月16日(木)18：30～

第37回
11月23日(木・祝)

販売時間 8：00～16：00福岡流通センターまつり

開催時間 9：00～16：00

法律相談 12月 5日(火)13：30～

理事会 12月 8日(金)16：00～
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