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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 → https://www.foc.or.jp/ >

新年のご挨拶
協同組合福岡卸センター
理事長 百田 篤
Atsushi Momota

協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ
理事長 金古 嘉喜
Yoshiki

Kaneko

皆様 新年あけましておめでとうございま
す。昨年5月の第48回通常総会並びに理事会
において、理事長の大役を仰せつかり、最初
の新年のご挨拶を申し上げます。
新しい年 2019年の新春を、ご家族お揃い
でお迎えのことと、心からお慶び申し上げま
す。皆様方には日頃より組合活動へのご理
解・ご協力を賜り、おかげにより組合経営が
大変順調であります事に、心からお礼申し上
げます。
さて、当組合がある卸センター地区(多の
津1丁目)においては、昨年4月から当地への
運輸・倉庫業や小売店の進出基準が緩和され、
駐車場の単独立地が可能となるなど、福岡市
の都市計画並びに取扱基準が見直されました。
これは当地において『街の活性化への可能性
が広がった』ことを意味します。そこで、昨
年11月には、理事全員で、街の活性化に積極
的に取り組まれている先進地として岡山・尾
道・広島3ヶ所の卸団地を訪問する視察研修
に取り組み、『組合がリードして行う街づく
り』のあり方を学びました。
協同組合は、組合員という“ひと”を組織
の基本とした中で、『自ら出資し・自ら運営
し・自ら事業に参加する』相互扶助によって、
自らの事業に役立てる組織です。新組合への
物心両面の支援を続け両組合で相互補完しつ
つ、地域の活性化並びに会員の皆様の発展に
寄与するよう努めてまいります。
どうか、本年もご協力のほど、よろしくお
願い申し上げます。

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
おかげをもちまして、協同組合オロシアム
ＦＵＫＵＯＫＡは一昨年8月から共同事業を
開始して、2年目の新春を迎えることができ
ました。
さて、当組合が持つ地域の将来イメージは、
商流・物流・情報・小売りが一体に展開でき
る 「 24 時 間 稼 働 の ビ ジ ネ ス セ ン タ ー 」 、
「様々なひと」が「集い」、活き活きと「交
流」のある卸売業を中心とした賑わいのある
街の創造にあります。昨年は、当地域の鉄路
導入に関わる署名活動に取り組みましたとこ
ろ、協議会で10万名、うち当組合からは3万5
千名を超える多くの皆様の署名をお預かりし
て関係機関へお届けすることができました。
これもひとえに組合員の皆様のご理解とご協
力の賜物とお礼申し上げます。
これからも、福岡流通センター地区の企業
が一体となり、大きな力で地域の活性化・地
域力を発揮し『アジアの玄関口である福岡市
のビジネスセンター』として街の健全な発展
を遂げ、当地域に関る企業の発展に貢献する
よう、事業を実施してまいります。具体的に
は、1月20日(日)にボウリング大会、2月22日
(金)に女性向けウォーキングセミナー、3月
には教養セミナー、4月には企業対抗ソフト
ボール大会を開催します。また、新入社員オ
リエンテーションや研修事業も実施予定です。
何卒、本年もよろしくお引き立て賜ります
よう、お願い申し上げます。

【課題目標】
① 公共交通鉄軌道の乗入れ・誘致活動
② 当地区のさらなる規制緩和の実現
③ 周辺地域の整備への取り組み

【課題目標】
① 共同事業の利用推進
② 会員の拡大・増強
③ 積極的なグループでの活動
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今回も沢山のご応募頂き、ありがとうございました(応募総数 13社63通)。当組合では、ポスター
を作成し会員企業の皆様へ配布を行ないました。各社におかれましては、ポスターを掲示して頂く
など一年間を通して“キャンペーンテーマ”をご利用下さいますようお願い申し上げます。

最優秀賞
フォーサイト㈱

宮川 由子

作者のコメント
この度は最優秀賞を受賞させて頂きましてありがとうございます。今回の
キャンペーンテーマは、2019年が新しい元号に変わるにあたり、人の輪や絆
を平成から引き継いで「繋ぐ 結ぶ 広がる」という言葉に込めました。
オロシアムFUKUOKAが新しい時代においても、さらなる発展を遂げるように
前進していきましょう。

佳 作
2019 虹色キャンパス

描く 彩る 未来の街
オロシアムFUKUOKA
フォーサイト㈱ 緒方 美聡

2019 発想力

つなごう未来へ 翔く力
(協)福岡卸センター 高木 由美

2019 未来へ

2019 新しい時代

愛と夢と希望をつなぐ街
オロシアムFUKUOKA

時代が変わる 変わらないものがここにある
オロシアムFUKUOKA

(協)福岡卸センター 山中 春代

フジメン㈱ 中村 慎子

2019 ふれあい たすけあい

2019 地域の架け橋

思いやりの心 共感できる街
オロシアムFUKUOKA

絆と思いやりの街

㈱アビオス 柴田 浩

舞松原不動産㈱ 白木 裕之

2019 明るい街

2019 共に明日へ

全員元気がよかろうもん！in オロシアム

心と絆がつなぐ街

㈱イノウエ 佐藤 誠

フジメン㈱ 茂 稔

みんな

2019 フロンティアの街

2019 チャレンジ

希望と情熱があふれる街
オロシアムFUKUOKA

新発見ができる街
オロシアムFUKUOKA

㈱サンロマン 大江 晃史

㈱アビオス 山北 摩弥
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『尊敬する上司へ恩返しを･･･』

株式会社レイメイ藤井
多比良 千尋
Chihiro Tahira

私は中学時代より「高校卒業後は就職して働く」ということを頭に置き、学生生活を送っておりま
した。少しでも早く社会に出て人の役に立つことをしたいと思ったからです。
無事に内定を頂き、これで晴れて社会人の仲間入りだと意気込んでおりましたが、いざ業務に携わ
るようになるとこれがなかなかうまくいかず、役に立つどころか足を引っ張ってばかりの毎日を送っ
ておりました。
それでも何とか自分では頑張っていたつもりでいましたが次第に生きた心地がしなくなり、職場で
も口数が減っていった頃に上司から肩を叩かれ、そのとき本当は思ってはいけないことですがどこか
ホッとした自分がいました。
すっかり社会でやっていく自信がなくなり、辞めるつもりでいた私
でしたが、仕事で弊社の多の津物流センターを訪れた際に「是非！う
ちにおいでよ！！」と責任者の方に声をかけられたのをきっかけにこ
ちらでお世話になることになり、現在に至ります。
はじめは何をするにも怯えてばかりの私でしたが、周りの方からた
くさんフォローして頂いたり、徐々に仕事を任せて頂けるようになり、
少しずつですが自信を取り戻すことができました。
何よりも職場の皆さんが私のことを必要としてくださっているとい
うことが本当に心から嬉しく思いました。ちなみに声をかけてくださ
った責任者は今でも私にとって尊敬する上司であり、常に目標として
いる人物です。
２０１８年夏、そんな私の尊敬する上司が帰宅途中に交通事故に遭い、長期離脱を余儀なくされま
した。
はじめに聞いたときは意識不明の重体だと言われていましたので、ただただ頭の中が真っ白になっ
ていったのを憶えています。
そのときより上司が担っていた業務の大半を引き受けることになりましたが、こなしていくうえで
日々上司の偉大さを感じずにはいられませんでした。座っているだけでも居てもらえたらどれだけ心
強いだろうかと…考えない日はありませんでした。
しかし、今回このような経験をさせて頂いたことで日頃お世話になっているうえで良い恩返しの機
会を与えられた、そう思えるようになりました。
このかぶと塚が掲載される頃にはおそらくその上司は復職し
ていることかと思いますが、戻られたときに少しでも自分の成
長を見せることができたら良いなと思いますし、この流通セン
ターの中でもお役に立てることができれば幸いです。
また、今回の上司の離脱に際し、大変多くのサポートを頂き
ました協同組合 福岡卸センターの皆様へ厚く御礼申し上げま
す。
今回は貴重なスペースを頂き、本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します。
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(協)福岡卸センター理事による団地訪問視察研修について
今年4月に当組合の多の津1丁目地区において、小売の出店、
倉庫・運輸の立地、駐車場の単独立地が可能となった事を機
に、街づくりの先進地として11月27～28日(火・水)に理事全
員で岡山・尾道・広島の3団地を訪問いたしました。
(協)岡山県卸センター様の地域では、団地内のリノベーシ
ョンした建物に飲食・雑貨店が進出するなどによって街がに
ぎわっています。「人が来ない町は栄えない」、アンカー
（拠点）を仕掛けなければ街づくりは始まらないとして、組
合で取り組まれています。(協)ベイタウン尾道様は、「人と
情報が行き交う街」のキャッチフレーズのもと、行政と一体
となって地域への貢献に取り組み、活気ある街づくりを目指
してあります。(協)広島総合卸センター様では、組合員が施
設建て替えの際に利用で
きる仮事務所・倉庫施設を設置されていました。また、団
地内デザインの統一や、イメージパースを作成し街づくり
を提案する取り組みも革新的でした。
今回の視察は、組合活動の活性化や卸団地の街づくりの
あり方を考えるため、大変価値のある研修となりました。

第29回ボウリング大会のご案内
今年も企業間の交流を目的としたボウリング大会を開催いたします。担当の会員交流委員会
では、参加者のみなさまに楽しんで頂けるような『新たな試み』を取り入れて、たくさんのご
参加をお待ちしております！

● 開催日時

平成31年1月20日(日) 受付9：00～

● 開催会場

パピオボウル〔千代文化スポーツセンター〕
福岡市博多区千代1-15-30 ℡092-633-2500

● 参加資格

会員企業に在職する従業員のみなさま

● 参 加 費

無料

● お問合せ

協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ
担当：長沢

TEL：092-622-2711
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企業の従業員向け福利厚生としての
資産形成・年金セミナー開催のご報告
去る12月6日に㈱西日本シティ銀行様・㈱福岡銀行様のご協力によ
り、同一の内容にて午前・午後の2回に分けて資産形成・年金セミナ
ーを開催いたしました。
今後の生活に関わってくる内容で、通常のセミナーと違い60分と
短い時間でしたが、参加者の皆様もNISA・iDeCoの説明を聞かれてい
ました。
●
●
●
●
●

日 程
会 場
テーマ
講 師
参加者

平成30年12月6日(木) ①10：00～
②15：00～
卸センター会館 第1会議室
「企業の従業員向け福利厚生としての資産形成・年金セミナー」
㈱西日本シティ銀行 営業企画部 井上祥子氏
15社23名

参加者の感想（印象に残った言葉）
・iDeCo＋について知らなかった。 ・iDeCoの節税は魅力的だと感じました。

オロシアムFUKUOKA総合商品部会“秋の異業種交流会”開催報告
1. 日 時 平成30年11月20日(火)～21日(水)
2．場 所 鹿児島
3．参加者 10名
オロシアムFUKUOKA総合商品部会ではこの度、会員の交流を深
めるべく秋の異業種交流会を開催いたしました。今回も好天に
恵まれ、ゴルフその後の宿泊懇親会、翌日の鹿児島観光視察
「西郷どん大河ドラマ館」や桜島の有村溶岩展望所等にて交流
を深めることが出来ました。
初日のゴルフ、今回の優勝は㈱アビオスの香月相談役でした。
（敬称略）

順位

参加者名

OUT

IN

GROSS

HDCP

NET

優勝

香月 清

44

48

92

19.2

72.8

準優勝

夏秋 忠明

45

45

90

12.0

78.0

3位

瀬藤 和広

46

49

95

12.0

83.0

小売部会“合同ファミリーセール”について
小売部会は、“合同ファミリーセール”を12月9日(日)に開催いたしました。当日は、多大な
るご協力、ご支援賜わりましたこと、心から厚く御礼申し上げます。
次回は、2019年3月10日(日)に開催予定です。また改めて、ご案内いたします。

2019年

3／10 (日) FAMILY
8：00～15：00
オロシアム通信
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SALE

事務局からのお知らせ（パーティ会場紹介事業について）
協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡは、協力業者である株式会社ラック様にご協力いただ
き組合員企業様限定サービスにて、新たに「パーティ会場紹介事業」を開始することとなり
ました。
この事業は、会員登録(無料)の手続きをして頂くことで、結婚式場RITZ5（リッツファイ
ブ）をパーティ会場としてご利用いただけます。新年会や歓迎会などにご利用されてはいか
がでしょうか。
■ 協力業者 株式会社ラック
会場名：RITZ5（リッツファイブ）
所在地：〒812-0017 福岡市博多区美野島1-1-1 TEL：092-472-1122
ホームページ：https://www.ritz5.com/
アクセス：JR博多駅徒歩10分 天神から車で10分 無料駐車場完備
※サービスご利用には会員登録（無料）が必要になります。

● 日時 ：1月24日（木）
9：30～11：30 12：30～15：30
● 場所 ：卸センター会館 第2・3会議室
≪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。
（一社）日本アパレル・ファッション
産業協会福岡支部

Ⅰ.日 時
Ⅱ.場 所
Ⅲ.講 師
Ⅳ.参加者

黒部裕子氏による“第3回モデリストフォーラム”

平成30年12月8日(土) 9：00～17：00
卸センター会館 第2会議室
㈱クールブ 黒部裕子氏
14名
❦テーマ❦

2018 秋冬コレクションから
Ｃｏｌｏｖｏｓのアシメトリーのワンピース
トレンドの体に沿った長くほっそりとしたドレス
・左右アシメトリー
・前身頃のタックで左右のフィット感をエレガンスに表現
・右は裁ち出し袖、左はドロップショルダーの変形袖

＊（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3回
開催しております。

受講者の声

・とても難しかったけれど、会社や自分ではなかなかやらないデザインだったので、とても
勉強になりました。
・いつも分かりやすい説明ありがとうございます。
今回はタックの部分について理解が難しかったです。再度タックにチャレンジしたいです。
オロシアム通信
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今月の本棚
天国はまだ遠く

ジョーカー・ゲーム
出版社：KADOKAWA/角川書店
著 者：柳広司

出版社：新潮社
著 者：瀬尾まいこ

陸軍内に極秘裏に設立され
たスパイ養成学校D機関の精
鋭達によるミステリー小説。短
編なのですごく読みやすく面
白い作品です。

しっかり食べてぐっすり
眠る生活がいかに大事かを
教えてくれました。少し無
理して疲れた時に癒しにな
ること間違いなしの話です。

紹介者：安井 奈々さん (㈱古荘本店)

紹介者：多比良 千尋さん (㈱レイメイ藤井)

転んでもただでは起きるな！
定本・安藤百福

多動力

出版社：中央公論新社
著 者：（編集）安藤百福発明記念館

出版社：幻冬舎
著 者：堀江貴文

安藤百福氏が即席麺の発
想にたどりつくには48年の
人生が必要だった。「転ん
でもただでは起きるな」他
珠玉の名言に学べる本。

今がすべてであり、夢や
目標なんて必要ない。常に
自分を捨てながら新しい自
分に生まれ変わりたい。多
動力こそ最大の原動力なの
だ。

紹介者：菊地 儀和さん (㈱イシカワ)

紹介者：丸山 猛さん (助野㈱)

1・2月の主な組合行事予定
行事名

女性向けウォーキングセミナー
開催ご案内

日時
日

時

法律相談

1月 8日(火)13：00～

理事会

1月11日(金)10：00～

賀詞交歓会

1月11日(金)11：00～

場

第29回ボウリング大会

1月20日(日)
受付9：00～

テ ― マ

冬季献血

1月24日(木) 9：30～

法律相談

2月 5日(火)13：00～

理事会

2月 8日(金) 9：30～

女性向けウォーキング
セミナー

2月22日(金)18：00～

平成31年2月22日(金)
18：00～19：30

所

卸センター会館 第3会議室
姿勢＆ウォーキング
｢スタイルアップレッスン｣

講

師

元宝塚歌劇団男役・モデル・
ヴォーカリスト
穂高ゆう氏

