
第27回フォトコンテスト 最優秀賞

「夕景 福岡城跡より」
㈱コスモ綜合印刷 山内 義記さん
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2 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/ >



賀詞交歓会
協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡは、1月11日(金)11時より卸センター会館にて、会員企

業の皆様にお集まり頂き、賀詞交歓会を開催致しました。

開催にあたり、協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ 金古理事長と協同組合福岡卸センター

百田理事長から新年のご挨拶を頂戴致しました。また、2019年キャンペーンテーマ最優秀賞

の表彰式の後、ご参加頂きました会員の皆様同士によるご挨拶、名刺交換や意見交換など大

変活発な交流が行われました。

年始のご多用のなか、大勢の皆様にお越し頂きましたこと改めて御礼申し上げます。
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ガソリン事業のご案内

さらに！！！

組合員特別価格でのご利用

年間利用額の一部割戻し

各社給油カードのお申込 はコチラまで

協同組合オロシアムFUKUOKA

Tel.092-622-2711 Fax.092-622-2700

●利用可能スタンド

・相光石油(株) 福岡インターＳＳ

・(株)ｲﾃﾞｯｸｽﾘﾃｰﾙ福岡 流通センターＳＳ

・喜多村石油(株) 福岡TＳ

・(株)西日本宇佐美 201号福岡インターＳＳ

3号博多ﾊﾞｲﾊﾟｽ流通団地ＳＳ

皆様のご利用お待ちしております！

※利用金額の1ヶ月分を保証金としてお預かりいたします。



佳 作

応 募 作 品数 111作品

応 募 企 業数 12社

応 募 人 数 28名

最 終 選 考 作 品

21「平成最後の夏」
㈱新栄商会 下村 亮さん

優秀賞最優秀賞

1「夕景 福岡城跡より」
㈱コスモ綜合印刷 山内 義記さん

84「小さい秋見つけた」
㈱イシカワ 深井 由加里さん

108「懐かしい笑顔」
ワーゲン㈱ 川嶋 ルミ子さん

8「灯の力①」
㈱スギヤマ 杉山 秀彦さん
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2 「夕景 伊崎漁港より」  ㈱コスモ綜合印刷  山内 義記     33 「子育て奮闘中☆」  ワーゲン㈱  高田 絵理子 

3 「夕景 篠栗米ノ山より」  ㈱コスモ綜合印刷  山内 義記     41 「静寂の八角洞門」 フジメン㈱  北原 紀清 

4 「チームラボ 御船山楽園」  ㈱コスモ綜合印刷  山内 義記     45 「湯ばあば屋敷？」 (協)福岡卸センター 村嶋 猛弥 

5 「中洲 夕涼み」     ㈱コスモ綜合印刷  山内 義記     48 「ネモフィラ」     フォーサイト㈱ 古川 可奈子 

6 「涼を求めて 1」     正晃㈱     南嶋 一洋     56 「カラフルが過ぎる」 ㈱イシカワ  菊地 康洋 

7 「涼を求めて 2」     正晃㈱         南嶋 一洋    72 「海の中道 絶景かな!!」  ㈱イシカワ  森  敬司 

12 「おはよう」        ワーゲン㈱    宮本 真帆   106 「空にかける橋」    ㈱シードル  山下 あかね 

17 「進撃のバンビ」    小竹正㈱       北原 紗奈   111 「ご褒美の景色」  ワーゲン㈱  川嶋 ルミ子 

24 「イグアスの滝②」  フジメン㈱     萱島 実紀                       （敬称略） 

作品はホームページをご覧下さい。
(協)オロシアムFUKUOKA URL : https://foc.or.jp



NCY株式会社
聶 伝洋

Joh Denyou

5Gの時代、いよいよ迫る！
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「5G」って、皆様何だか分かりますか？すでに関心があり、心待ちにしている方も中に
はいらっしゃるのではないでしょうか。

2018年3月に東京国際交流館で行われた「5Gシンポジウム」で、これら実証実験の成果が
発表されました。日本では2020年に商用サービスの開始予定とされていますが、5Gは社会

でどのように役立つのでしょうか。

一般的に最も身近で実感しやすいのは、やはり「高速・大容量」でしょう。こちらはス

マホの電波がつながらない問題や、動画が止まってしまう問題などが解消出来、端末の性

能次第ではスマホでも4K画像の送信が可能になると言われています。鮮明な4K画像を送受

信できることで、遠隔医療の実現にもぐっと近づきます。

そこで同時に必要となるのが「低遅延」です。いくら高速であっても転送遅延が発生す

ると、実際の動作とモニターの動作とに時間差が生じ、遠隔診療は出来ても遠隔手術を行

うことは不可能となってしまいます。従来の4Gの遅延は0.05秒前後に対し、5Gでは0.001秒

前後へと短縮しました。例えば手を振った場合、4Gでは動きについていけず手の動きが遅

れたり、コマ送りになったりする現象が、5Gの遅延レベルは人間の目では認識出来ない程

度ということです。これは車の自動運転の安全性の向上にも活用されることでしょう。

そしてもうひとつ、「大量・多種の端末への同時接続」。こちらに関する問題としては
2011年の東日本大震災で被災者、または被災者を心配する方が震災地の内外から一斉に電

話をかけようとしたことで回線がパンクしたことは知られていますね。災害時など一斉に
多数の通信が発生する場合や、多数の物体の位置を正確に把握する能力が向上すれば、こ

の問題が解消し、誰がどこにいるのか基地局で把握できるため、被災者の安否確認に時間

がかからず早く安心を得られます。

通信システムとは切っても切り離せない現代、皆様におかれましても多大なる恩恵を受

けるのではないでしょうか。商用サービス開始まであと1年。5Gの新時代はもうすぐです！

私個人として期待するのは遠隔医療です。私は、NPO法人のとあ
る医師団に寄付をしていますが、寄付だけで運営される活動には限

界があり、常に医師不足です。遠隔でも診療を行える環境が、紛争
と貧困にさらされている国々にも普及し、一人でも多くの命が救わ

れ、一人でも多くの苦しみが和らぐことを祈ります。

5Gとは「第5世代移動通信システム」のことで、現在主流の携帯電話通
信システムである4G(LTE)の後継となる通信規格です。4Gと比較して様々

な点が強化されますが、主に以下の3点が挙げられます。

①高速・大容量 ②低遅延 ③大量・多種の端末への同時接続



オロシアムFUKUOKA流通研究会“第199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 12月14日(金)

2.場 所 久山カントリークラブ

3.参加者 20名

今回は199回で、100回台例会最後でありました。

大変永い歴史を感じ、参加させて頂くだけでも大

変光栄な事でありました。

今回のパートナーも、300ヤード越えの瀬藤社長

とプレ3からパーを取る渡辺支店長、いつも心配り

して頂く村嶋事務局長と回らせて頂き、楽しくプ

レイができました。

前回のハンディキャップ25.2を大きく更新する

33.6というとんでもないハンディを頂き、まさか

の連続優勝となりました。

いつもの企画運営と今回は忘年会の準備と、何

から何まで津田部会長・村嶋事務局長には大変お

世話になりました。有難う御座いました。

日 時 平成31年2月22日(金)

18：00～19：30

場 所 卸センター会館 第3会議室

テ ― マ 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

ウォーキングレッスンは靴を脱いで

行ないますので、汚れても良い靴下

をご持参下さい。

女性向けウォーキングセミナー
開催のご案内

企業の危機管理対策セミナー
開催のご案内

研修委員会では、昨年に引き続き福岡県警に

て数々の職務を歴任された後、警視・交通部参

事官も勤められた伊豆丸勉氏をお迎えして、企

業の危機管理対策セミナーを開催いたします。

✦ 日 時 平成31年3月14日(木)

18：00～19：30

✦ 場 所 卸センター会館 第3会議室

✦ 講 師 元：福岡県警警視・交通参事官

現：㈱ファミリーマート

管理本部顧問 伊豆丸勉 氏
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OUT IN GROSS H・D NET

優　勝 梶木　政伸 54 47 101 33.6 67.4

準優勝 瀬藤　和広 35 38 73 2.4 70.6

第３位 田中　良彦 36 35 71 1.2 69.8

第４位 古庄　克仁 40 42 82 12.0 70.0

第５位 大森　伸一 43 53 96 22.8 73.2

（敬称略）【個人成績表】

順　位 氏　名
ス　　　コ　　　ア

順　位 団体名 参加者名

大森伸一　古庄克仁

加藤丈雄　山野将由

第３位 荒牧チーム
荒牧幹治　樽井敬三

川原　司　田中良彦

【団体賞】

優　勝 瀬藤チーム
瀬藤和広　渡辺雅寛

村嶋猛弥　梶木政伸

準優勝 大森チーム

【特別賞】

ドラコン賞 田中良彦 古庄克仁

夏秋忠明 田中良彦

渡辺雅寛 山野将由

ベストグロス賞

ニアピン賞

田中良彦



福岡流通センター内の道路は駐車禁止にも関わらず、日常的にトラック等の荷待ちや休息のた

めの路上駐車（違法駐車）が行われています。路上駐車は、道路の交通渋滞を悪化させるだけで

なく、死角による交通事故の危険性や通行阻害など多くの問題を引き起こしています。

会員（組合員等）の皆さまのトラック等は路上駐車されないように、自社敷地内での待機、休

憩を、また会員企業に出入りする納入業者に対して、路上駐車禁止の指導を徹底してください。

当組合事務局では、会員企業の皆様に役立つ様々な情報を発信いたします。

厚生労働省が取り扱っている助成金は、政策の軌道修正を受けて、その年度の途中でも助成金

の支給要件等が見直されることや、新たな助成金が新設されることがあります。厚生労働省の

ホームページ、都道府県労働局やハローワークなどで配布しているリーフレットで最新の助成金

情報がチェックできます。

事務局からのお知らせ（助成金の情報収集について）

事務局からのお知らせ（路上駐車について）

路上駐車は違法です！

厚生労働省『助成金の情報と申請窓口（下記QRコードからもアクセスできます）』

① 事業主の方のための雇用関係助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

② 厚労省人事労務マガジン（人事労務関係情報メールマガジン）

https://merumaga.mhlw.go.jp/

③ 厚生労働省新着情報配信サービス

https://www.mhlw.go.jp/mailmagazine/shinchaku.html

④ 各種給付金申請先のご案内

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html

⑤「雇用関係助成金」検索表

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/kensaku_hyou/

① ② ③ ④ ⑤

・出典：厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/index.html ・QRコードは当組合にてURLを基に作成
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肉焼屋 四五六（しごろ）

★四五六コース お一人様3,000円(税別)
ネギ塩上タン、ハラミ、塩豚バラ、和牛、ミノ又はその日のおすすめ、キムチ二品盛り、四五六サラダ、焼野菜、クッパ又

はビビンバ（2名様は1品、3～4名様は2品）、プレミアムソフトクリーム

★特選コース お一人様4,000円(税別)
ネギ塩上タン、ミノ又はハラミ、厚切り上タン、和牛カルビ、和牛ロース、キムチ二品盛り、四五六サラダ、焼野菜、サン

チュ、ビビンバ又は四五六冷麺、又はスンドゥブ（2名様は1品、3～4名様は2品）、勝手にもう一品、チョコベリーサンデー

おすすめメニューと値段
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お勧めのお肉はタン、ミノ、ハラミです。品質が良いお肉なのでぜひ味わってほしいです。高

品質なお肉を出来る限りリーズナブルな価格で提供しています。また、仕入れ状況によってお

勧めもございます。

☎ 092-409-7715

お肉は七輪を使って炭火で焼くスタイル。炭火焼きは熱

を通しやすく水分が発生しにくいので、お肉の旨味を閉じ

こめ、やわらかく焼きあげることができます。また、サイ

ドメニューにも力を入れています。中でも、冷麺、スン

ドゥブ、ビビンバなどは特にこだわり、お客様からも高評

価で大人気の品々です。コースもご用意しており、最後に

デザートまで付いておりますので女子会などで大人気です。

座敷2テーブルと、テーブル席6席、カウンター席7席あり、

カップルでも小宴会でも一人でも焼肉を楽しめます。

★和牛盛り　 3,600円(税別) ★四五六盛り 2,880円(税別) ★塩上タン　 790円(税別)　　

★カ ル ビ 　680円(税別)～　　★ハ ラ ミ   730円(税別)～



13人と犬一匹の家族が離
れ離れになって行く葛藤の
中で絆を深めて行く心温ま
る物語で、特に犬好きの方
には号泣ものです。

紹介者：岩北 修一さん (フォーサイト㈱)

彗星物語

出版社：文藝春秋
著 者：宮本輝

父親の倒産寸前の煎餅工
場を任された息子兄弟がど
ん底から起死回生の経営を
果たす物語です。

紹介者：上田 眞二さん (音伍繊維工業㈱)

センベイブラザーズのキセキ

紹介者：青﨑 吉和さん (フジメン㈱)

マン・マシンの昭和伝説
－航空機から自動車へ 上・下

零戦からホンダジェット
まで、技術者達の敗戦がい
かに航空機から自動車産業
へ転進していったのかをリ
アルに書いています。

今月の本棚

2･3月の主な組合行事予定

東日本大震災による被災
と絶望の中で、こんなにも
逞しく生きる人達の姿があ
るのかと思い知らされた一
冊です。

紹介者：多比良千尋さん (㈱レイメイ藤井)

奇跡の中学校
－3・11を生きるエネルギーに変えた生徒と先生の物語－

出版社：ワニブックス
著 者：佐藤淳一

出版社：講談社
著 者：前間孝則

とある食品会社の苦情対
応部署に左遷された青年が
悪戦苦闘しながらも成長し
ていく物語。現代のサラ
リーマンへおすすめの一冊
です。

紹介者：立花 義徳さん (㈱立花マテリアル)

神様からひと言

出版社：光文社
著 者：荻原浩

人権研修会のお知らせ

● 日 時 平成31年2月14日(木)

15：00～16：30

● 講 師 博多仁和加振興会

志岐賢治 氏

● テ ー マ 博多にわかで人権研修

● 場 所 卸センター会館3階

● 参 加 費 無料

(どなたでも参加できます)

● お問合せ 福岡流通センター連合会

TEL：092-622-2020

担当：鳥飼

出版社：大和書房
著 者：センベイブラザーズ

行事名 日時

 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

 法律相談  3月 5日(火)13：00～

 理事会  3月 8日(金) 9：30～

 企業の危機管理対策セミナー  3月14日(木)18：00～

 2月22日(金)18：00～
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