
第27回フォトコンテスト 優秀賞
「平成最後の夏」

㈱新栄商会 下村 亮さん
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3 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/ >



第29回協同組合オロシアムFUKUOKAボウリング大会を1月20日
(日)に25社115名(男性71名・女性44名)が参加してパピオボウル
にて開催しました。
今大会より初の試みとして、(1)団体戦の「ハイフレーム方

式」の採用、(2)「カラフルで賞」の創設、(3)「流通コンチー
ム(独身者相互の懇親を深めるためのチーム)」の編成を取り入
れました。団体の部ではゲーム開始前に各チーム内5名で自己紹
介を行うなど、さらに懇親を図ることができ、個人の部では前
大会に続いて男女とも2冠を達成しました。

ボウリング大会 開催報告第2 9回
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開会式 金古理事長のご挨拶

12 3

※ハイフレーム方式：各フレームにおいて、チーム内の最も良いスコアを総得点に反映させる集計方法

個人男性の部

優 勝 濵地 信 ㈱クライミング
374点（189点／185点）

準優勝 松谷 雅弘 ㈱百田工務店
366点（197点／169点）

第 3 位 大石 浩平 ナツアキ㈱
354点（189点／165点）

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 入江 涼 フォーサイト㈱
212点

個人女性の部

優 勝 稲富 麻結 ナツアキ㈱
318点（138点／180点）

準優勝 小石原 恵子 大高建設㈱
271点（136点／135点）

第 3 位 福冨 美保 ㈱ヒデトレーディング
267点（116点／151点）

ﾊｲｹﾞｰﾑ賞 稲富 麻結 ナツアキ㈱
180点

松川清美
フォーサイト㈱ 自己紹介タイムで和やかな雰囲気

団体の部
準優勝 第18班 468点
石村 美穂 ナツアキ㈱
元村 亜理沙 ナツアキ㈱
大熊 正雄 ㈱ニコンインステック
阿利 嘉英 ㈱西日本シティ銀行
井本 佳代 フォーサイト㈱

団体の部
優勝 第7班 501点
田中 綾子 小竹正㈱
鹿毛 好子 小竹正㈱
大石 浩平 ナツアキ㈱
中尾 俊和 ㈱ヒデトレーディング
鈴木 哲也 ㈱ヒデトレーディング

団体の部
第3位 第23班 458点
田村 哲 ㈱ニコンインステック
仲西 祐二 ㈱西日本シティ銀行
川波 奈央 フォーサイト㈱
吉野 亜紀奈 ワーゲン㈱
古庄 奈津美 ワーゲン㈱

大石浩平
ナツアキ㈱



ボウリング大会 優勝の言葉第2 9回

団体優勝 第7班 ㈱ヒデトレーディング 中尾 俊和

今回は初めての「ハイフレームゲーム」ということで不調の人がい
ても誰かがカバーすることでチームの得点は維持され、その分一投一
投に集中しての2ゲーム。なごやかな空気の中、適度な緊張感の中、
楽しい時間を過ごすことができました。誰もが少しずつ活躍し、その
結果「チーム優勝」をいただくことができました。
有意義な時間を過ごさせていただき感謝しています。ありがとうご

ざいました。

個人優勝 女性の部 ナツアキ㈱ 稲富麻結

今年のボウリング大会は人生初の選手宣誓から始まり、緊張のス
タートとなりました。今年もチームのみなさまに恵まれ、楽しく伸び
伸びと投げることができました。
2連覇するとは想像もしていなかったので、未だに信じられない気

持ちでいます。人生で最初で最後であろう2連覇。このような経験を
させていただける場を作っていただき本当に感謝しています。ありが
とうございました。
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個人優勝 男性の部 ㈱クライミング 濵地 信

今年は、オロシアムFUKUOKAの理事様や事務局の皆様が、「流通コ
ン」チームの結成や、ハイフレーム方式でのチーム順位決めなど、イ
ベントをマンネリ化させないよう、取り組まれたことに本当に感謝し
ています。
そして、最初に同じレーンの仲間との5分間の自己紹介がありまし

た。それで緊張もほぐれ、気分よく投げることができたのか、終わっ
てみればまさかの優勝でした。同じレーンの皆様と懇親も深められ、
楽しめました。団体で優勝したかったです。



この度はお忙しいなか丁寧なご指導を頂き、ありがとうございました。

最初はネジ工場だと思っていたのでこんなに楽しく、沢山の事を学べるとは思っていませんでした。

ご担当者の方のお話は、私の将来にとって、とても大切なものになりました。家をつくる時にはた

くさんの職人の方々がいて出来あがるということ、自分の意見を押し通すのではなく、1つのアイデ

アとしてお客様に提案すること、人生において高い金額でのお買物になるのでお客様とよく話し合い、

満足のいくものをつくっていく事など、沢山のお話を聞かせて頂きました。

私がもし将来、何かにつまずいたり、悩んだりした時には実習企業で学んだ事を生かしていきます。

そして、将来、沢山頑張ってご担当者の方や、実習企業の方々に成長した姿をお見せできるように

努力していきます。

今回は沢山の貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。

実習生感想文 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成30年度 博多女子高校企業実習を終えて

実習生受入企業 企業から見た実習生受入のメリット

平成30年度の博多女子高校による企業実習は平成30年12月をもちまして終了いたしました。

11社の企業ならびにご担当者の皆様、ご協力誠にありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

実習生が行った主な業務内容文

パソコン入力 伝票作成 伝票整理 伝票集計 出荷指示書発行 納品伝票作成

郵便物発送 売掛台帳 商品管理 備品整理 商品検品 出荷作業

値札付・シール貼り・梱包・袋詰め パターン作成

広島総合卸センター様 来訪されました

0 1 2 3 4 5 6

将来的な人材確保

企業のイメージアップ

職場の活性化を促す

指導する若手社員の成長
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㈱イシカワ ㈱イノウエ

㈱カイタックファミリー 小竹正㈱

㈱サンロマン   ㈱ヒデトレーディング

㈲フィンテック フォーサイト㈱

㈱古荘本店             　　　        ㈱侶丹

㈱明石スクールユニフォームカンパニー

去る2月14日(木)に、(協)広島総合卸センター団地活性化事業

検討委員会の皆様が、視察のため来訪され情報交換会を開催しま

した。(協)福岡卸センターからは「流市法の規制緩和」と「新組

合設立の経緯について」説明、広島総合卸センター様からはＭＩ

ＣＥ(メッセコンベンション施設)誘致活動や卸街サインによる景

観事業の進捗が報告されるなど、昨年11月には福岡卸センター理

事が広島総合卸センター様を訪問しており、今回の来訪は、前回の情報交換の内容をさらに深

めるものとなりました。



「企業における危機管理について」教養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 程 平成31年3月14日(木) 18：00～19：30

✦ 場 所 卸センター会館3階 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

 ㈱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  ｱﾄﾞｳﾞｪﾝﾁｬｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱  ㈱アビオス

 ㈱アルシュ  ㈱イシカワ  ㈱イノウエ  ㈱エヴァ

 NCY㈱  ㈱カイタックファミリー  ㈱九州日新  ㈱クレスト

 ㈱ケイ・エス・デー  興信㈱  ㈱コスモ綜合印刷  ㈱サニクリーン九州

 秀鳳㈱  正栄食品工業㈱  承天貿易㈲  ㈱スウィング

 ㈲成管工業  セムインターナショナル㈱  セムプランニング㈱  セムマルマツ㈱

 セラビ㈱  津田産業㈱  ㈱ニータス  ㈱ニコンインステック

 ㈱西日本シティ銀行  ㈱西日本総合保険  日本ビソー㈱  ㈱ヒデトレーディング

 美・味っ食  フォーサイト㈱  ㈱福岡銀行  ㈱プロルート丸光

 ㈱宝章堂  ㈱ボーダレス・ジャパン  堀田丸正㈱  ㈲吉田商会

 ㈱レイメイ藤井  和信産業㈱  その他  (協)福岡卸センター

献血にご協力頂いた企業

44社　89名

31年1月 30年7月 30年1月

（今回） （前回） （前々回）

400ml 70名 63名 75名

不採血 19名 17名 26名

（割合） (21%) (21%) (26%)

合計 89名 80名 101名

献血結果の実績

さる1月24日(木)卸会館3階にて「冬季献血」が行われました。

今回は寒暖差が激しいなか、総計44社89名の方にご協力いただき誠にありがとうござい

ました。
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新入社員オリエンテーションのご案内

新入社員ビジネスマナー研修のご案内

(協)福岡卸センター新年懇親会 開催のご報告

1. 開催日時：平成31年2月8日(金)～9日(土)

2. 開催場所：二日市温泉 大丸別荘

3. 出 席 者：18社24名

(協)福岡卸センターは、組合員同士の情報交換や親睦・交流を図

るため、新年懇親会を二日市温泉「大丸別荘」で開催いたしました。

創業慶応元年より受け継がれた伝統あるおもてなし、旬な料理や温泉に皆さん癒されると共に

活発な意見交換が行われ、高揚感のうちに閉会となりました。

今回参加できなかった(協)福岡卸センター組合員の皆様は、是非、来年参加下さいますよう

宜しくお願いいたします。

●日 時 平成31年4月1日(月)

13：30～14：00 新入社員オリエンテーション

14：00～15：00 記念講演 林田スマ 氏

「社会人になる！働くことと生きること」

15：15～16：30 ミニセミナー 株式会社西日本総合保険

「新社会人としてのお金の管理と年金・保険について」

●場 所 卸センター会館3階 第3会議室

●受 講 料 1名につき1,000円(記念品代)

尚、14時00分からの記念講演は一般社員の方もご参加頂けます。
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●日 時 平成31年4月2日(火)～3日(水) 9：00～17：00

●場 所 卸センター会館3階 第3会議室

●講 師 一般社団法人日本経営協会

●受 講 料 1名につき2,000円(昼食、テキスト代を含む)

●研修内容 1日目「接遇マナーの基本」

講師：舩木孝子 氏

2日目「役割認識と仕事の進め方の基本」

講師：久地石冨起子 氏



今回は、「パーティ会場紹介事業」についてお知らせいたします。協同組合オロシアム

FUKUOKAに加入いただいております組合員企業の皆様限定でのご紹介です。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。

何かご不明な点等ございましたら、お問合せ先までお気軽にご相談ください。
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事務局からのお知らせ
（パーティ会場紹介事業について）

14 Fevrier

■ 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

キャトーズ フェブリエ

歓送迎会・懇親会・周年記念etc. お問合せ先
協力業者：株式会社ラック
会場名：RITZ5（リッツファイブ）
TEL：092-472-1122

協同組合オロシアムFUKUOKA
TEL：092-622-2711
E-mail：oroshi@mocha.ocn.ne.jp

2018年9月1日グランドオープン！！



田中角栄さんの語録集で

読みやすいです。どんな人

物だったかを知るには分か

りやすい本です。リーダー

シップのお手本になるよう

な言葉もあります。

紹介者：永井 起夫さん
(㈱明石スクールユニフォームカンパニー)

田中角栄 100の言葉

砲弾が飛び交うなか、市

民に寄り添い続けた「国境

なき医師団」看護師による

生と死のドキュメント。

紹介者：西田 健治さん (㈱アビオス)

紛争地の看護師

紹介者：多比良 千尋さん (㈱レイメイ藤井)

瞳スーパーデラックス
－13歳のがん闘病記－

楽観的、悲観的から楽観的

だと様々な分野で成功しやす

い傾向があり、状況に応じてう

まく楽観主義を使うことが語ら

れています。

紹介者：姫野 章さん (丸松セム㈱)

オプティミストはなぜ成功するか
〔新装版〕

幸せとは地位でも名誉で

もお金でもなく、今、生き

ているということ。僅か13

歳で帰らぬ人となった著者

の軌跡が此処にあります。

出版社：西日本新聞社
著 者 : 猿渡瞳

出版社：宝島社
著 者 : 別冊宝島編集部

出版社：パンローリング
著 者 :（著者）マーティン・セリグマン

（訳）山村宜子

出版社：小学館
著 者 : 白川優子

3・4月の主な組合行事予定

今月の本棚

オロシアムFUKUOKA

企業対抗ソフトボール

大会を2019年4月14日

(日)に雁の巣レクリ

エーションセンター

〔東区大字奈多〕で開

催することが決まりま

した。

第41回 企業対抗
ソフトボール大会について

行事名 日時

 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～

 平成31年度

 新入社員オリエンテーション

 平成31年度  4月 2日(火) 9：00～

 新入社員ビジネスマナー研修 　   3日(水) 9：00～

 法律相談  4月 2日(火)13：00～

 理事会  4月12日(金) 9：30～

 4月 1日(月)13：30～

会員企業皆様のご参加をお待ちしており

ます。
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