最優秀賞
「スーパームーンとスカイツリー」
㈱イシカワ 齊藤 勝洋さん
第28回フォトコンテスト
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で見やすくなりました！

< URL → https：//www.foc.or.jp/ >

協同組合福岡卸センター

第49回通常総会

協同組合福岡卸センターは、5月29日(水)
10時より卸センター会館3階会議室にて第49
回通常総会を組合員35名(うち委任状提出9名)
出席のもとに開催いたしました。理事会から
提出された議案全て、原案通りに可決されま
した。
総会において、30年度の事業・収支報告・

剰余金処分案承認の後、令和元年度事業計画
では、今年度より新たに教育情報事業を発展
させ、教育情報・地域活性化事業に取り組むことを承認いただきました。
第49回通常総会において可決された議案
第1号議案

平成30年度事業報告書・財産目録・貸借対照表・損益計算書
および剰余金処分案承認の件

第2号議案

令和元年度事業計画及び収支予算案承認の件

第3号議案

令和元年度経費の賦課並びに徴収方法決定の件

第4号議案

出資口数決定の件

第5号議案

本年度借入金残高の最高限度額決定の件

第6号議案

高度化資金にかかる返済条件変更の件

第7号議案

加入金決定の件

第8号議案

その他

夏の流通センターまつりについてのご案内
今年の夏、新たなイベントとして『夏の流通センターまつり(主催：(協)福岡卸センター)』
を開催いたします。このまつりでは、地域の皆様へ日頃の感謝を込めてアウトレットワゴン
セール(衣料品・雑貨・靴・農産物の直売など)を実施いたしますので、当日は買い物や飲食
ブースでの食事をお楽しみください。

●開催日

7月28日(日曜日)
開催・販売時間

8：00～15：00
●会 場
福岡卸センター内
［福岡市東区多の津］
●その他
会場内車両通行止め
オロシアム通信
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応募作品数
応募企業数
応 募 人 数

101作品
9社
26名

最優秀賞

優秀賞

83「スーパームーンとスカイツリー」
㈱イシカワ 齊藤 勝洋さん

8「夜明けの電車 長崎本線」
㈱コスモ綜合印刷 山内 義記さん

佳

9「紅葉の特等席」
フジメン㈱ 北原 紀清さん

作

98「線路は続くよどこまでも」
100「大正の門司港駅へ」
㈱百田工務店 松谷 雅弘さん ㈱レイメイ藤井 多比良 千尋さん

4「灯の力①」
㈱スギヤマ 杉山 秀彦さん

最 終 選 考 作 品
7

㈱コスモ綜合印刷

山内義記

御船山楽園ライトアップ

80

㈱イシカワ

齊藤みつ子

幸福の輪から未来を

6

㈱コスモ綜合印刷

山内義記

夏到来（志賀島）

84

㈱イシカワ

齊藤勝洋

はるか八ヶ岳を見る

86

㈱イシカワ

齊藤勝洋

朝日の富浦桟橋

36

㈱イシカワ

菊地太郎

ナイスキャッチ

多比良千尋

藤の天井

77

㈱イシカワ

板倉沙織

仲良しだもんね

杉山秀彦

灯の力②

50

㈱イシカワ

佐々木勉

赤レンガの紅葉

101 ㈱レイメイ藤井
5

㈱スギヤマ

17

(協)福岡卸センター 村嶋祐佳

与論島の海と空

15

ワーゲン㈱

宮本真帆

いたずらの後

21

ワーゲン㈱

大平理絵

造形美

22

ワーゲン㈱

大平理絵

街に沈む夕日

87

㈱イシカワ

齊藤勝洋

富浦桟橋に日が落ちて

97

フォーサイト㈱

古川可奈子

メリークリスマス

91

ワーゲン㈱

川嶋ルミ子

完成(走)間近

72

㈱イシカワ

中西樹一郎

散らないで、お願い

92

ワーゲン㈱

川嶋ルミ子

青の洞窟に漂う

78

㈱イシカワ

板倉沙織

猫になりたいハスキー犬

75

㈱イシカワ

板倉沙織

今良い所なんだから

90

フジメン㈱

鷲頭恭美

お魚くわえたシーサー

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
オロシアム通信
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『 高良大社の森 』

助野株式会社
川添 文彦
Fumihiko Kawazoe

初詣の大社参拝、春にはその大社からさらに奥にあ
る森林公園にツツジを見に、幼い頃両親と行っていた
思い出の高良大社を今回紹介したいと思います。
耳納連山の西端に位置する高良山(312メートル)。
その中腹に鎮座するのが高良大社です。筑後の国(久
留米市)一の宮と称され、一年を通して参拝者の絶え
ることなく、この地を訪ねてきたみなさんが高良大社
の森に訪れ、自然や史跡を楽しんでいます。
高良大社へのアクセスは、車では九州自動車道久留米インターを降りて御井町方面、高良大社の案内を目
印に、JRでは久大本線久留米大学前駅を下車、駅そばの南筑高校の先を左折大社へ導く標識に従って歩く。
久留米藩士有馬忠頼が寄進した国指定重要文化財(石造大鳥居)が現れます。すぐ先の分かれ道を右へ進み御
手洗池を過ぎると、二の鳥居があり久留米大学駅から約25分で到着します。
国指定史跡の高良山神籠石を横切る。この神籠石は
古代の山城の一種といわれ、大社の背後から約1.5キ
ロにわたり列石がめぐらされている。さらに参道を登
ると、神馬のひづめ跡が残ると言われる(馬蹄石)、式
内伊勢天照大御租神社などが現れる。動植物も多く見
られ、花の蜜を求めるヒヨドリやメジロとも出会う。
沿道にはアジサイや高良山本坊跡付近にはカエデが植
栽され森の四季を彩ります。
さらに登り石段を上ると、モウソウキンメイイチク林が現れ、貴重な竹林で国の天然記念物に指定されて
いる。高良玉垂宮と書かれた鳥居をくぐり石段を上り詰めると、二の鳥居から35分程で社殿前に到着する。
ご神木は樹齢約400年のクスノキの大木で、福岡県の天然記念物に指定されている。
高良大社に上り石段は急で100段以上あり、お年寄りや体の不自由な方のために、
2017年に小型のロープウェイが設置される。大社の展望台からは、筑後川、久留米
市街地などが見渡せる。
高良山奥の院まで足を延ばしてみる。森林公園遊歩道の標識から参道に入ると、寒
い時期はアオキ、アリドオシ、ハナミョウガなどの赤い実が目立つ。どんぐりがな
るアラカシやシイノキなどの自然木、特にシロバイが多い。奥の院には30分程で着
き、1時間半ほどの散策コースは終了です。
この原稿を書きながら、高校生時代に高良大社から森林公園までのマラソン大会
を思い出し、母校校歌が(高良の高嶺まどかにそびえ、さみどり匂う朝妻が丘)と懐かしく口ずさんでいまし
た。
高良大社まで(山登り)は、史跡を静寂が包む参道であ
り、自然が多くたくさんの人々とのコミュニケーション
場所でもあり、とても立派な大社だと私は思っています。
みなさんも是非、お正月の初詣や、4月中旬頃が見ごろ
の森林公園のツツジを見に行かれてはいかがでしょうか？

オロシアム通信
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『お 伊 勢 参 り』

株式会社コスモ綜合印刷
末若 憲司
Kenji Suewaka

当社が所属する印刷組合は今年で70周年を迎えます。毎年
研修を兼ねて日本各地色んな所に行っていることは知ってい
ましたが、参加したことはありませんでした。今回は70周年
という特別な年ということもあり、伊勢神宮の参拝が組み込
まれていたので参加することにしました。
伊勢に関しては2016年5月にサミットが開催され、最近も
入り口の案内板（右側に宇治橋が見える）
天皇皇后両陛下がご退位に当たりご参拝されたりと話題にな
るにつれて私の関心も高まりました。(20年に一度の式年遷
宮の時も注目されていましたね)『日本人の心のふるさと』
と言われる伊勢神宮に死ぬ前に一度参拝せねばと思うように
なっていましたので、Good Timing でした。(その他、たま
に行く屋台で隣に座った人が偶然三重出身でした)
事前に伊勢神宮のこと、お手水やお参りの作法等はネット
入口の大鳥居
で下調べしておきました。
お伊勢参りは二泊三日（5月24～26日）の二日目に予定さ
れていましたが、今回は内宮のみの参拝でした。正式な順序
としては先に外宮(豊受大神宮、衣食住、産業の神 豊受大御
神[とようけのおおみかみ]を祭っている)に参拝した後、内
宮(皇大神宮、天皇の御祖先 天照大御神[あまてらすおおみ
かみ]を祭っている)に参拝するのが正しいそうです。
瀧祭神[たきまつりのかみ]
私達が参拝したのは5月25日(土)午前中、人の多さも手伝
って半袖でも十分な暑さでしたが、失礼の無いようにジャケ
ットは着ていました。参拝はお決まりの60分観光コースでし
た。内宮の入口に鳥居があり(鳥居は潜る度に一礼)、宇治橋
を渡り(橋の真ん中は神様が通るので私達は端っこ)、暫く
行ったところの手水舎で身を清めた後、瀧祭神[たきまつり
踏まぬ石（真ん中のひび割れた石）
のかみ]、内宮の主祭神天照大御神に要件を取り次いでくれ
る神様)にお参りですが、他の社殿に比べてかなり粗末な作
りでした。次の神楽殿でお土産を買い、その先に行くと御稲
御倉[みしねのみくら]や外弊殿[げへいでん]という高床式倉
庫があり、そこを過ぎて荒祭宮[あらまつりのみや]に向かう
石段の途中に『踏まぬ石』という割れ目が「天」の字に見え
ることから、天から降ってきた石という言い伝えもあり、踏
荒祭宮[あらまつりのみや]
んではいけないと言われています。先に進むと荒祭宮(天照
大御神の荒御魂を祭っている)です。ここまで来ると神様に接近した気がします。荒祭宮に
は高い柵があり、そこから奥には一般人は入れないので、その社の奥に金ピカの屋根を垣間
見ながら参拝しました。最後に参集殿(休憩所)に寄ってまた宇治橋を渡り、鳥居で一礼して
潜り伊勢神宮を後にしました。
次回は外宮から参り、朝来る時にガイドさんが言っていた月読宮[つきよみのみや]や猿田
彦[さるたひこ]神社等周辺のお宮にも行ってみようと思っています。すごく心がリフレッ
シュ出来た旅となりました。
オロシアム通信
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藍綬褒章 受章の言葉
春の褒章が発表され、協同組合福
岡卸センターより八頭司名誉理事長
（前理事長）が当地域活性化に貢献
された功績により藍綬褒章の栄に浴
されました。
この度、令和元年春の褒章に於いて、図らずも藍綬褒章を受章させて頂く事となりました。
私のような無知無能、何のお役にも立っていない者が、このような栄誉を賜っていいのかと
随分と悩みましたが、今後地域社会の繁栄、業界の発展の為に貢献されている方々の励みに

なればと、また我が一統の目標になればと栄えある褒章を受章させて頂きました。
当日五月三十日午後０時十五分より、担当部局の経済産業省に於いて、各種受賞者三十一
名が、大臣・副大臣より褒章を賜り、その後バスにて皇居に参内し、豊明殿に於いて天皇陛
下に拝謁しお言葉を賜りました。言葉には、言い尽くし得ない感動感激有難さで一杯でした。
この様な考えもしなかった藍綬褒章を授かる事が出来ましたのは、百田理事長はじめ、オ
ロシアムＦＵＫＵＯＫＡの金古理事長他、組合員一同の皆様方の多大な御尽力お力添え御協
力のお陰でございます。この受章は組合員皆様方のこれまでの努力が認められ、組合が頂い
た事と思います。

皆様方に心から感謝申し上げ、ご報告致します。
協同組合福岡卸センター
名誉理事長

新入社員ビジネスマナー
フォローアップ研修会
開催のご案内

健康セミナー
「喫煙・禁煙最新報」
開催のご案内
✦日

時

✦場
所
✦テ ー マ
✦講
師

✦参 加 費
✦問 合 せ

オロシアム通信

令和元年7月9日(火)
18：00～19：30
卸センター会館 第3会議室
「喫煙・禁煙最新情報」
社会医療法人 雪の聖母会
聖マリアヘルスケアセンター
福井卓子 氏
無 料
卸センター事務局
（☎622-2711）
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八頭司正典

✧日

時

✧場
✧講

所
師

✧受 講 料
✧目

的

令和元年8月6日(火)
9：00～17：00
卸センター会館 第3会議室
一般社団法人日本経営協会
久地石冨起子 氏
1名につき2,000円
(昼食、テキスト代含む)
入社5ヶ月を経て自分自身の職
場での言動を振り返り、さらな
るステップアップを目指し仕事
遂行能力の向上のために具体的
な行動等の変容をはかること

第１回 福岡大学産学官連携ゼミナール 開催報告
去る5月29日(水)福岡卸センターは『卸団地の街づくり』
について福岡大学産学連携ゼミナールを活用して調査研究
のため、福岡大学(商学部・工学部)5名の先生方と13名の
ゼミ生にお越しいただき、第1回の会合を開催しました。
組合員企業様にご協力いただき、百田理事長、金古副理
事長が引率して建物を見学、卸センター会館やフリュウゲ
ル21など団地内を視察の後、流通センターの概要説明を行
い、意見交換がなされました。これからの流通センター地区を魅力ある地域として活性化に繋
げる調査研究の大きな前進となりました。

ＦＦ20グループ企業“オロシアムサマーセール”開催報告
去る6月3日(月)・4日(火)の2日間“オロシアムサマーセール”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。
ＦＦ20グループでは、お客様のニーズにあわせた情報
発信に努めてまいりますので、次回のご来場も、心より
お待ち申し上げます。
また、売り出しにご協力いただきました会員企業の
皆様に、感謝申し上げ、以下をご報告致します。
来客数 159店 売上金額

●日

3,145万円

婦人既製服分科会
会長 奥田和彦

時 7月24日（水）

9：30～11：30 12：30～15：30
●場 所 卸センター会館3階 第2・3会議室
●対象者

体重：男女とも50㎏以上年齢 18歳：（男性は17歳）～69歳
（ただし、65歳以上の方については、60歳以降に献血経験がある方）

≪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。
オロシアム通信
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今月の本棚
流転の海 第9部 野の春

明治維新という過ち
－日本を滅ぼした吉田松陰と長州テロリスト－

出版社：新潮社
著 者 : 宮本輝

出版社：講談社
著 者 : 原田伊織

1982年流転の海より全9部作
完結本です。父、松坂熊吾の
昭和の時代を怒涛のように生
き抜いた物語。そして人の宿
命とはと問う。

現代を作ったという事実
は覆らないが、正しい歴史
認識を持って今と向き合お
うと思いました。歴史は勝
者が書く物と痛感した一冊。

紹介者：森田 和則さん (フォーサイト㈱)

紹介者：友近 寛仁さん (ワーゲン㈱)

魔術はささやく

無双の花

出版社：新潮社
著 者 : 宮部みゆき

出版社：文藝春秋
著 者 : 葉室麟

恋人商法の詐欺師の女性
が次々と不審死の謎を主人
公の少年が探るうち自分も
事件の渦中に。スピード感
があり、予想外の結末です。

柳川城主立花宗茂の関ヶ
原の戦い敗戦後の物語です。
正室である誾千代との絆や、
自分の義を貫く生き様が描
かれています。

紹介者：宮永 尚美さん (㈱立花マテリアル)

紹介者：末次 勝伸さん (音伍繊維工業㈱)

7・8月の主な組合行事予定
行事名

会員企業からのお知らせ

日時
7月 2日(火)13：00～
7月 9日(火)
18：00～19：30
7月12日(金) 9：30～

・支店長交代

（6月1日付）

新入社員ビジネスマナー
フォローアップ研修会
法律相談

7月24日(水) 9：30～
7月28日(日)
開催・販売時間
8：00～15：00
8月 6日(火)
9：00～17：00
8月 6日(火)13：00～

理事会

8月 8日(木) 9：30～

法律相談
健康セミナー
「喫煙・禁煙最新情報」
理事会
夏季献血
夏の流通センターまつり

株式会社 明石スクールユニフォームカンパニー

もり

前支店長

やすひさ

森 安久
やまぐち

新支店長

しんじ

山口 伸二

