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第41回オロシアムFUKUOKA企業対抗ソフトボール大会のご案内

女性向けウォーキングセミナー開催のご報告

会員企業間の交流はもちろんのこと、社内の結束もさらに深まる企業対抗ソフトボール大会

を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〕で開催いたします。

オロシアム通信 2019.4 1

研修委員会では女性向け美容セミナー「姿勢＆ウォーキング」

スタイルアップレッスンを4年ぶりに開催いたしました。「美しく

楽に立つには･･･」の説明の後、「さあ、皆さん歩きますよ！」と

穂高先生の掛け声で「壁」や「鏡」を使っての実践レッスン。会

場のあちこちから感嘆の声や笑顔が絶えず、皆さんの立ち姿や歩

く姿が見る見る美しく変わっていった90分でした。

組合せ抽選会及びルール説明会

▶ 日 時 2019年4月3日(水) 13時30分～

▶ 場 所 卸センター会館 第5会議室

▶ お願い 当日は『案内文書一式』をご持参下さい

 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･ボーカリスト 穂高ゆう氏

 受 講 者 9社18名

最初は、壁立ちがキツかったで

すが、繰り返し練習するたびに

キツさがなくなり、正しい姿勢

になって良かったです。

TVで見るのとは違い、実際

に聞けて良かったです。風

に吹かれながら歩きます。

歌が素敵でした。

先生は、美しくてユーモ

ア感もあって、セミナー

を受けて良かったと思い

ました。

受
講
者
の
声

(協)福岡卸センター 平成31年度 正副ブロック長のお知らせ

会社名 役職 氏名 会社名 役職 氏名

A フォーサイト㈱ 部　　長 松尾　徹 ㈱サンロマン 部　　長 宇田 宏太郎

B ㈱古荘本店 支 店 長 河北  守
明石スクールユニフォーム
カンパニー㈱
㈱明石被服興業

課　　長 永井 起夫

C
ワーゲン㈱
アドヴェンチャー
ホールディングス㈱

社　　長 永野 雅一 ㈱藤秀 常　　務 瀬藤 育男

D 興信㈱ 社　　長 谷岡 源信
㈱立花マテリアル
㈱立花ADM

エリア統括 豊田 明男

E 助野㈱ 支 店 長 丸山　猛 福岡流通警備保障㈱ 部　　長 城田 敏治

ブロック長 副ブロック長



教養セミナー「企業における危機管理について」開催報告

小売部会“合同ファミリーセール”について

平成30年度 福岡流通センター連合会 人権研修会のご報告

福岡流通センター連合会は、2月14日(木)に講師として

博多仁和加振興会 志岐賢治氏を迎え、人権研修会を開催

いたしました。

今回のテーマ「博多にわかで人権研修」に関して、博

多にわか五月会の皆さんによる実演や講演が行われ、11

名の方が受講されました。

研修委員会では、昨年に引き続き元福岡県警警視・交通部参事官を務められた伊豆丸勉氏を

講師にお迎えして、教養セミナーを開催いたしました。臨場感に溢れた元職（警察官）時代の

大変貴重なお話しに参加者から質問や感嘆の声、時折笑いもこぼれて、あっという間の時間で

した。

✦ 日 程 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

✦ 参 加 者 10社29名

参加者の感想（印象に残った言葉）

小売部会は、“合同ファミリーセール”を3月10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6月16日(日)に開催予定です。また改めて、ご案内いたします。

・「自分たちは、何を成すために仕事をしているのか？」

・原点、ビジョンを共有する事を大切にしたいと思いました。

・あおり運転～停めて110番！！
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興信株式会社
谷岡 源信

Motonobu Tanioka『 樟 の 話 』
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くすのき

「樟の実鉄砲」で遊んだことがありますか、小さな竹の穴に樟の実を込め、棒で押して空気圧で

飛ばします。子供の頃、大きな樟は神社の象徴であり宮地嶽神社は遊び場でした。

日本で巨樹ランキング1位は鹿児島県姶良市蒲生町上久徳(あいらしかもうちょうかみぎゅうとく)

の「蒲生(かもう)の大樟」で幹回り24.22m、樹齢は1500年と言われています。ランキングトップ50

の内33本が樟です。その内九州に18本あり、佐賀県、熊本県、鹿児島県では県木となっています。

福岡県 宇美八幡宮の「衣掛(きぬかけ)の森」「湯葢(ゆふた)の森」は樹齢2,000年、佐賀県武雄に

ある「川古の大楠」は樹齢3,000年、「塚崎の大楠」は2,000年とのことですが、1,800年前、邪馬台

国の女王卑弥呼は樟の下で樟気を感じながら祈祷したに違いありません。

7世紀頃、ヨーロッパでは樟から採れる樟脳を薬や防虫剤として利用しました。樟は英語でカン

ファ―・ウッド、カンフル剤の語源となっています。

日本で初めて樟脳を製造したのは慶長3年、豊臣秀吉による朝鮮出兵の時、薩摩藩が連れて来た朝

鮮人陶工と言われています。その後土佐でも樟脳製造が始まり西日本で広く造られるようになりま

した。幕末の頃、薩摩藩や土佐藩は樟脳で資金を稼ぎ、明治維新を実現しました。大河ドラマ「竜

馬伝」では香川照之扮する三菱重工創設者 岩崎弥太郎が樟の買い占めに走る場面がありました。

明治2年アメリカのハイアット兄弟がニトロセルロースに樟脳とアルコールを混ぜ、人類最初のプ

ラスチック、セルロイドを開発。人形、ピンポン玉、メガネなどが造られました。「青い目をした

お人形、アメリカ生まれのセルロイド・・・」 野口雨情の歌詞にもあります。

こうして樟脳と樟脳油は防虫防腐剤・香料・医薬品のほか、セルロイドの原料として需要が高ま

ります。日清戦争後、明治政府は台湾を植民地とし、明治36年に樟脳を専売品として増産、その資

金で軍事力を高めました。台湾統治時代、石川島播磨、神戸製鋼、帝人、サッポロビールの前身で

もある鈴木商店の大番頭、金子直吉が奮闘したのも樟脳でした。大正時代になって化学合成の「ナ

フタリン」が製造され、樟脳の防虫剤としての需要は減少していきます。

第二次大戦末期には航空機の燃料不足で松根油が使われましたが、それだけでは足りず樟脳を燃

料にする製法が開発され、軍は全国の樟脳工場に増産を要請、婦女子は樟の葉や枝を集めるために

動員されたそうです。昭和30年頃、プラスチックは石油製品に置き換わり、昭和37年に樟脳は専売

廃止となりました。

天然樟脳はナフタリンと違い、金糸を傷めず、衣服に付いた匂いは消えやすい特徴から、今でも

需要があります。それでも九州で樟脳を製造しているのは3社程です。福岡県みやま市瀬高町長田

(せたかまちおさだ)の「内野樟脳」では5代目 内野和代さんが、150年前の油圧式圧縮機や円盤状

の切削機を専売公社から譲り受け、現在も使用されています。

傍を流れる矢部川の中ノ島公園には300年前、護岸のために植林された1300本もの樟があり、先人

の偉業を知る上でも必見です。散策の後は川音を聴きながら、樟の香漂う♨船小屋温泉の湯船に

浸って、心と体をリフレッシュ。「300歳の樟から見ればまだまだ若僧、そう！俺は若いの

だ？・・・♨」

「蒲生の大樟」 「アオスジアゲハ」幼虫は樟の葉を食べる



焼鳥屋 有馬
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串を中心に色々な焼鳥を取り揃えています。
お客様が気軽にご来店できるように日々精進して参ります。

「誠心誠意」をモットーに日々努力し続けます。

☎ 092-281-1919

おすすめメニューと値段

★おすすめの焼鳥

鳥肝80円(税別)

豚バラ120円(税別)

牛もつ焼250円(税別)

★生ビール・焼酎1杯ずつと

おまかせ串5本で

1,000円(税別)です。

1

2

3

4

1.自慢のサガリ
2.カキは11～3月末までの
ご提供です

3.二階に個室あります
4.手書きメニュー



オロシアムFUKUOKAメールアドレスoroshi@mocha.ocn.ne.jpへご応募下さい！
応募資格：会員企業従業員（その家族を含む）、関係者、及び九州産業大学（芸術学部、写真部、九州産業大学造形

大学部の方はご遠慮ください）
提出方法：①所属先名 ②氏名 ③タイトル（全角10文字以内）を記入の上、データ（メール可：件名「フォトコンテ

スト応募」）又は写真を提出、1名5点まで

★会員企業の皆様は「コンテスト審査員の登録」にご協力お願いします。★

テーマフリー
締め切り
４／２５まで
お問合せ
092-622-2711
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人工知能が騒がれていま
すが、この本は特にロボッ
ト技術について、将来にど
う影響を及ぼすのかを著者
の取材を元に書かれてます。

紹介者：大江 晃史さん (㈱サンロマン)

僕たちはもう働かなくていい

出版社：小学館
著 者：堀江貴文

身内を立て続けに亡くし
た主人公が紆余曲折しなが
ら辿りついた「走る」とい
う決意に心を打たれました。

紹介者：杉山 秀彦さん (㈱スギヤマ)

一切なりゆき樹木希林のことば

紹介者：大谷 裕二さん (㈱イノウエ)

生きるぼくら

いじめからひきこもりと
なった一人の男子がある事を
機に外へ。祖母の田舎で人の
温もりにふれ、米作りから大
きく人生が変っていく。

今月の本棚

4・5月の主な組合行事予定

皆様も良くご存知の、あ
の個性派女優の、「生きる
こと」「家族のこと」「病
いのこと」「仕事のこと」
等「うん－」と思える本で
す。

紹介者：多比良 千尋さん (㈱レイメイ藤井)

ラン

出版社：角川書店
著 者：森絵都

出版社：徳間書店
著 者：原田マハ

常にプレッシャーにさらさ
れている起業家はどうやって
高い生産性を維持しているの
か？成功者への取材から得た
時間管理の秘訣！

紹介者：石井 淳子さん (㈱石蔵商店)

1440分の使い方
―成功者たちの時間管理15の秘訣

出版社：パンローリング
著 者： (著者)ケビン・クルーズ

(翻訳)木村千里

(協)福岡卸センターは、

2019年5月29日(水)10時00分よ

り第49回通常総会を開催いた

します。

ぜひご出席くださいますよ

う宜しくお願い申し上げます。

(協)福岡卸センター
第49回通常総会のご案内

出版社：文藝春秋
著 者：樹木希林

行事名 日時
 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  4月 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～

 第41回企業対抗ソフトボール大会  4月14日(日) 8：30～

 法律相談  5月 7日(火)13：00～

 理事会  5月13日(月) 9：30～

 (協)福岡卸センター
 第49回通常総会

5月29日(水)10：00～

 4月 1日(月)13：30～
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