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11月18日(日)に第38回福岡流通センターまつりを開催いたしました。開催日を11月第3日曜日に
変更して初めての開催となりましたが、早朝からたくさんのお客様にご来場いただきワゴンセー
ル会場、イベント会場ともに大盛況のうちに終えることができました。雨がぱらついた時間もあ
りましたがイベントの中止はなく、メイン会場では、地域の皆さまや初出演の団体の皆さまによ
る楽器演奏・ダンスなどで大いに盛り上がりました。またプロレス会場では立ち見がでるなど、
人気の様子が伺えました。

開催に伴い準備や当日の運営にご協力いただきました企業、ボランティアスタッフの皆様、誠
にありがとうございました。

主催：福岡流通センターまつり実行委員会

㈱アイル・ジャパン ㈱アビオス ㈱アルシュ ㈱イシカ
ワ ㈱イデックスリテール福岡 エンジェルアイ㈱ ㈱カ
イタックファミリー ㈱九装 ㈱ケイ・エス・デー ㈱コ
スモ綜合印刷 小竹正㈱ ㈱小山千緑園 ㈱さかい家具
㈱サニクリーン九州 ㈱サンロマン 承天貿易㈲ ㈱商工
組合中央金庫 ㈱スギヤマ 助野㈱ 男爵 筑前 チャイ
ナ梅の花 福岡東店 (医)辻内科クリニック 津田産業㈱
㈱釣王 ㈱てんぐ屋産業 ㈱富永工芸 ㈲ナイスビーム
ミュージック 西日本鉄道 土井営業所 ㈱西日本シティ
銀行 ㈱西日本総合保険 博多女子高等学校 ㈱ヒデト
レーディング ファミリーマート多の津一丁目店 ファミ
リーマート福岡流通センター店 フォーサイト㈱ 福岡外
商(協) ㈱福岡銀行 福岡流通センター内郵便局 福岡流
通警備保障㈱ ㈱別府梢風園 ほっともっと多の津店
マーシャル青山 舞松原不動産㈱ 丸松セム㈱ ㈱百田工
務店 ㈱ゆたかカレッジ ㈱流通自動車整備工場 和信産
業㈱ (協)福岡卸センター

㈱アイル・ジャパン アッサンブ
ラージュ㈱ ㈱アビオス ㈱アル
シュ ㈱アルバーノ ㈱イノウエ
㈱グリーンクロス 興信㈱ ㈱コ
スモ綜合印刷 小竹正㈱ ㈱サン
ロマン ㈱スウィング ㈱スギヤ
マ セムインターナショナル㈱
㈱博運社 ㈱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㈱ フ
ジメン㈱ 舞松原不動産㈱ 丸松
セム㈱ ㈱百田工務店 ㈱ゆたか
カレッジ ㈱流通自動車整備工場

福岡流通センターまつり開催報告

ボランティア ご協力企業広告協賛 ご協力企業

綾杉太鼓
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商団連九州ブロック会議 開催報告

オロシアムFUKUOKA流通研究会“第198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 10月23日(火)

2. 場 所 ザ･クイーンズヒルゴルフクラブ

3. 参加者 15名

【個人成績表】 （敬称略）【特別賞】

オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ様の担当になり、毎回楽しく参加させて頂いております。
このコンペ参加者の中でも、常に上位の満山社長、香月相談役、瀬藤社長と言う大変輝か

しいパートナーに恵まれ、ダボ以上たたいた所が全て隠しホールに当たり、とんでもないハ
ンディーキャップ(25.2)がつき、おかげ様で優勝する事が出来ました。いつも企画運営をし
ていただく津田部会長・村嶋事務局長様、お世話になりました。有難う御座いました。
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ＦＦ20グループ企業“オロシアムウインターセール”開催報告
去る11月4日(日)・5日(月)の2日間“オロシアムウインターセール”を開催いたしました。

今回の抽選景品には、得々賞に2万円、得賞に1万円のほか空くじなしの現金をご用意いたし
ました。また、前回の売り出しより、抽選方法を変更し、
よりお楽しみいただけるよう工夫をいたしました。

ＦＦ20グループでは、今後も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、以下のご報告を致します。

ありがとうございました。

来客数 247店 売上金額 5,730万円
婦人既製服分科会 会長 金古嘉喜

全国卸商業団地協同組合連合会（商団連）主催によ
る九州ブロック会議は、各地区の卸団地が順に幹事を
担い、九州を巡りながら年に1回開催されています。

今年度は当組合が幹事として10月27日～28日の日程
で開催、当組合会館にて会議を行った後、ホテル日航
福岡に会場を移し懇親会を行いました。参加団地は７
団地、来賓には中小企業庁、福岡県議長、福岡県、福
岡市、中小機構、商工中金よりお越しいただきました。
会議では関係機関からの情報提供、各団地組合の現況
報告や課題等についての意見交換が行われた後、ホテル日航福岡で行われた懇親会では、それ
ぞれの円卓で来賓・参加者が顔を合わせながら和やかな雰囲気で懇親を深め終了することがで
きました。次回の開催地は佐世保と決まり、当組合は幹事の役割を無事終えました。

OUT IN GROSS H・D NET

優　勝 梶木　政伸 47 49 96 25.2 70.8

準優勝 香月　清 44 45 89 15.6 73.4

第３位 池田　喜成 47 49 96 20.4 75.6

第４位 満山　正明 46 38 84 8.4 75.6

第５位 八頭司　正典 53 48 101 25.2 75.8

順　位 氏　名
ス　　　コ　　　ア ベストグロス賞

満山正明 川原 司
瀬藤和広 久保孝二

八頭司正典(2) 池田喜成
津田征子 田中道佳
瀬藤和広 村嶋猛弥(2)

ニアピン賞

ドラコン賞

瀬藤和広



公募原稿

私の一曲
興信株式会社
谷岡 源信

Motonobu Tanioka

"El  Cóndor Pasa" （コンドルは飛んでいく） 和訳 もじゃっこ

I'd rather be a sparrow than a snail Yes, I would If I only could I surely would . . . hmm

カタツムリよりスズメがいい そう、スズメに もし、なれるものなら きっとなれるさ

I'd rather be a hammer than a nail Yes, I would If I only could I surely would . . . Hmm

クギよりハンマ－の方がいい そう、ハンマ－に もし、なれるものなら きっとなれるさ

Away, I‘d rather sail away Like a swan that’s here and gone 

風に乗って飛んでいきたい ここにいた白鳥が飛び去ったように

A man gets tied up to the ground He gives the world its saddest sound Its saddest sound . . . Hmm 

人々は大地に縛られ 悲痛な叫びが山々を越えていく 悲痛な叫びが

I'd rather be a forest than a street Yes, I would If I only could I surely would . . . Hmm

街より森で暮らしたい そう、森で もし、できるものなら きっとできるさ

I'd rather feel the earth beneath my feet Yes, I would If I only could I surely would . . .hmm

鎖の付いた足でも自由な大地を感じたい そう、感じたい もし、できるものなら きっとできるさ

1532年、スペインからやってきたフランシスコ・ピサロはインカ皇帝 アタワルパを捉え、身代金と

して莫大な金銀財宝を奪って処刑した。それ以降インディヘナ（先住民）は過酷な生活を強いられる。

1572年、インカ最後の皇帝トゥパク・アマルが処刑されインカ帝国は滅亡する。

ところが1780年、トゥパク・アマルⅡ世（通称 コンドルカンキ）が現れる。彼はインカ皇帝の末裔

と称しスペインの植民地圧政に抗議して反乱を起こすも捉えられ、1781年引き裂きの刑で処刑された。

人々は彼の身体は裂けずに宙に舞い、コンドルとなってアンデスの山々を飛び交い、自分たちを見守り

続けていると信じている。コンドルは希望であり抑圧からの解放であり自由の象徴なのだ。1913年、イ

ンディヘナとアメリカ人鉱山主との闘争をテーマにしたオペレッタ（歌劇）『コンドルカンキ』が上演

される。ダニエル・アロミーアス・ロブレスが挿入曲「コンドルは飛んでいく」を作曲、3,000回の公演

を記録した。たまたまパリを訪れていたポール・サイモンはロス・インカスが演奏するメロディ－を編

曲、歌詞を付け、アート・ガーファンクルと共に歌った。そのアルバム「明日にかける橋」がグラミー

賞を獲得、1970年に大ヒットし世界中に広まった。（歌詞ついては異論もあり、南米では思い思いの歌

詞で歌っているようだ。）

20年程前、楽器に無縁の私は「あなたもコンドルは飛んでいくが吹ける」の広告にのせられてケーナ

を買った。この曲のお陰でフォルクローレを知り、仲間が広がり、グループでの演奏活動もできた。イ

ンカの歴史、南米への移民のことも知った。4年前リーダーが亡くなり解散したが、私の１曲は "El 

Cóndor Pasa"だ。

いつかマチュピチュを訪れ、アンデス山脈を越えていくコンドルの飛翔が見たいと願っている。

オロシアム通信 2018.12 3



平成30年4月から都市計画変更が実地され、福岡卸センター地区でも小売ができるようにな

りました。

それに伴い、当地における小売店営業（対象は一般のお客様）を促進することに賛同した企

業により『福岡卸センター小売部会』が発足いたしました。

そこで、小売部会では、常設店舗による販売やファミリーセール・イベント等により、お客

様へより良いサービスをご提供することを目指します。

協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡでは、協力業者である日本ペイント・オートモティブ

コーティングス㈱様の協力のもと、自動車メーカーが購入検討者に対して契約を促すための

ツールを活用して、「新車購入助成金事業」を実施しております。新車購入をお考えの方は、

契約前に組合事務局までご連絡下さい(契約後の連絡は無効です)。

事務局からのお知らせ（新車購入助成金事業について）

小売部会について

福岡卸センター小売部会・参加企業

◎株式会社アルシュ ・・・靴・インテリア・アパレル

◎株式会社イノウエ ・・・婦人服全般

◎小竹正株式会社 ・・・婦人服

◎株式会社サンロマン ・・・婦人服

◎株式会社ヒデトレーディング ・・・帽子・バッグ

◎フォーサイト株式会社 ・・・雑貨・婦人服

◎アウトレットプラザ ・・・衣料品（婦人・紳士）・服飾雑貨

-NEWS-

福岡卸センター地区に
『常設店舗』が増えています！

① 対象車種 トヨタ・トヨタフォークリフト・日産・日産ディーゼル・三菱・三菱ふそう

・スバル・スズキ・いすゞ・ホンダ・ダイハツ・日野のメーカー取扱新車(軽

四・トラック・フォークリフト・トレーラー等含む)

② 対象外車種 マツダ車・外国産車・レクサス車(トヨタ販売店で直接購入する車両のみ対

象)・新古車(店頭展示車両等)・中古車・海外登録者・官公庁の車両など

③ ご購入者 個人・法人を問いません。但し、購入者がリース会社・タクシー会社・自動

車販売会社等は、紹介対象者にはなりません。その他大口ユーザーもメーカ

ーによっては除外される場合があります。

④ 助成金 5,000円(1台につき)

≪お問合せ先≫ 協同組合オロシアムFUKUOKA 担当：村嶋・高木

TEL：092-622-2711 FAX：092-622-2700

≪新車購入助成金事業について≫
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今回は、「新電力」についてお知らせいたします。協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡは、

新電力事業に取り組んでおり、組合員企業の皆様にお役立て頂ける内容をご提案いたします。

まずは、現在ご利用頂いている内容との比較をしてみてはいかがでしょうか。

ぜひ、組合の共同事業として「イデックスでんき」の利用をご検討ください。

お問合せ先

株式会社イデックスリテール福岡

担当：梶木

TEL：092-291-4008

協同組合オロシアムFUKUOKA

TEL：092-622-2711

FAX：092-622-2700

E-mail：oroshi@mocha.ocn.ne.jp
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他社 イデックスでんき

組合員B社
利用実績

月々約
490,000円

月々約
432,000円

他社 イデックスでんき

組合員A社
利用実績

月々約
184,000円

月々約
229,000円

年間

約540,000円

お得！！

年間

約696,000円

お得！！

※燃料費調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金は上記には含まれておりません。

※表記金額税込金額となります。

(注)各社の現況により提案内容が異なりますので、上記の例は参考としてお考え下さい。

事務局からのお知らせ（新電力について）



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ください。

【4階】

350.41㎡／106.00坪

412,128円（消費税8％込）・敷金3ヶ月

【2階】

61.42㎡／18.57坪

81,000円（消費税8％込）・敷金6ヶ月
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トヨタの仕事術8つのポイ

ントを明確にしマンガと図

解で楽しみながら読めます。

紹介者：寺田 健治さん (㈱アルシュ)

トヨタ公式 ダンドリの教科書

恩師のお二人の息子さん

が、石巻赤十字病院の医師

として実際に現場を体験さ

れたと聞きましたので、手

に取り読みました。

紹介者：村嶋 猛弥さん ((協)福岡卸センター)

石巻 赤十字病院の100日間

紹介者：坂田 啓さん (㈱ケイ・エス・デー)

風車祭（カジマヤー）

今 話題の米中貿易戦争の

日本経済への影響等をわかり

やすく説明した本です。時節

の本ですが通常の経済専門

家とは違う視点のため副読に

はいいかと思います。

紹介者：浦山 政昭さん (和信産業㈱)

2019年表と裏で読み解く日本経済
－米中覇権戦争が生むポスト平成の正体

沖縄を舞台にしたユーモ

アあふれる作品です。沖縄

の祭事や伝承、歌謡といっ

た独特の文化を知る事もで

きます。

出版社：角川書店
著 者：池上永一

出版社：ダイヤモンド社
著 者：（監修）佐々木眞一

（編集）トヨタ自動車㈱
業務品質改善部

出版社：徳間書店
著 者：（著）渡邉哲也

（著）猫組長

出版社：小学館
著 者：石巻赤十字病院

由井りょう子

12・1月の主な組合行事予定

今月の本棚

第29回ボウリング大会について

オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ会員企業間の
交流・親睦を深める趣旨で開催しておりま
す「ボウリング大会」を、2019年1月20日
(日)に実施いたします。

後日、詳細をご案内致しますので、会員
企業にお勤めの皆様は是非ご参加下さい！

行事名 日時

 法律相談  12月 4日(火)13：00～

 企業の従業員向け福利厚生  12月 6日(木)①10：00～
 としての資産形成・年金セミナー              ②15：00～

 理事会  12月14日(金)16：00～

 法律相談   1月 8日(火)13：00～

 理事会   1月11日(金) 9：00～

 賀詞交歓会   1月11日(金)11：00～

 第29回ボウリング大会   1月20日(日)受付9：00～ 前回の様子（26社120名参加）
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