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9 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/ >



協同組合福岡卸センター主催『夏の流通センターまつり』を7月28日(日)に初めて開催し、大

盛況のうちに終えることができました。朝早くから、販売終了時間までお目当てのものをワゴ

ンセール会場で購入されている方や飲食ブース・休憩所では、美味しいお食事を楽しんで頂い

ている方で、会場は大賑わいでした。当日は大変暑い中、たくさんご来場いただき誠にありが

とうございました。

今回の開催に際して、準備や当日の運営にたくさんのご協力・ご支援を賜り、心より感謝申

し上げます。以下、当日の詳細をご報告いたします。

夏の流通センターまつり開催報告

◇ボランティアに協力いただいた企業様・・・17社83名

◇会場提供に協力いただいた企業様（駐車場移動含む）・・・・36社
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　㈱アイル・ジャパン 　㈱アビオス 　㈱アルシュ 　㈱イノウエ

　小竹正㈱ 　㈱サンロマン 　㈱スギヤマ 　㈱ヒデトレーディング

　フォーサイト㈱ 　福岡流通警備保障㈱ 　フジメン㈱ 　丸松セム㈱

　㈱百田工務店 　㈱スウィング　 　㈱コスモ綜合印刷 　㈱西日本シティ銀行

　㈱福岡銀行

　㈱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 　㈲インプレス 　㈱エヴァ

　NCY㈱ 　音伍繊維工業㈱ 　㈱カイタックファミリー 　㈱クリーンサービス

　小竹正㈱ 　㈱サンモト 　秀鳳㈱ 　㈱新栄商会

　㈱スウィング 　㈱スギヤマ 　筑前　流通ベース店 　(医)辻内科クリニック

　㈱藤秀 　㈱トライアルカンパニー 　西日本エレベータ㈱　 　㈱パラマ・テック

　㈱ヒデトレーディング 　㈲フィンテック 　フォーサイト㈱ 　福岡デンタル販売㈱

　フジメン㈱ 　㈱古荘本店 　㈱プロルート丸光 　㈱百田工務店

　㈱侶丹 　和信産業㈱ 　㈱アークヒル 　㈱エス・アイ・エス

　㈱クレスト 　㈱ジャストタイム24 　津田産業㈱ 　㈱ヒロ･コーポレーション



オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ繊維部会“総会”開催報告

1．日 時 令和元年7月12日(金)

2．場 所 松坂屋

3．参加者 12名

繊維部会では、今年度の総会を福岡市博多区「松坂屋」で、開催しました。

鈴木会長が開会挨拶を述べられた後、平成30年度事業・収支報告と令和元年度の事業計画・

予算案の承認をいただきました。

総会終了後の懇親会では、会員相互の親睦を深めると共に貴重な情報交換の席として長時間

に亘り熱心な意見交換が行われました。

今年参加出来なかった繊維部会の皆様には、是非、来年度のご参加をよろしくお願いします。

福岡流通センター地域活性化部会“総会”開催報告

1. 日 時 令和元年7月19日(金)～20日(土)

2. 場 所 ビューホテル平成（朝倉市）

3. 参加者 11名

福岡流通センター地域活性化部会は、今年度の総会をビューホテル平成（朝倉市）において

開催いたしました。総会では鈴木会長より、基本方針を『ともに学び・ともに成長・ともに繁

栄』～楽しく明るく～として、「これまで行ってきた、企業間交流・健康・修練に加えて、今

期は周辺地域との交流の機会を増やす周辺地域へのイベント参加や、活性化部会会員と同じ目

的や気持ちで繁栄を目指せる仲間の増強に努めたい」との考えが示されました。

そして皆様、10月27日(日)には2年ぶりにフットサル大会を開催しますので、どうぞご参加く

ださい。さらには、イベント参加はもちろんの事どうか活性化部会へ加入をご検討下さいます

よう、よろしくお願いします。
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弊社は創業52年、福岡・大分にて冠婚葬祭のサービス

の提供をしております。結婚式は「RITZ5」、貸衣装は「レ

イジーシンデレラ」、お葬儀は、福岡では「西日本典礼」、

大分では「大分典礼」を営む地域密着事業です。お葬

儀・法事・結婚式等でわからないことがありましたら、お気

軽にお問合せ下さい。

協同組合 オロシアムFUKUOKA おふぃす通信

株式会社ラック
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● 代 表 者 名 ： 柴山文夫
● 本 社 所 在 地 ： 福岡市博多区東比恵3-14-25
● T E L ： 092-473-0101
● F A X ： 092-473-0090
● 事 業 所 住 所 ： 福岡市南区清水3-12-6
● T E L ： 092-551-3301
● F A X ： 092-551-3329
● ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞﾚ ｽ (info) ： info@nishiten.com
● ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ ： http://www.j-lac.com/
● 取 扱 商 品 ： 冠婚葬祭サービス
● 所属 ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾌ ﾟ ： 3



第5回フットサル大会開催について

福岡流通センター地域活性化部会主催の「フットサル大会」を10月27日(日)に開催いたし

ます。たくさんのご参加をお待ちしております。

オロシアムFUKUOKA流通研究会“第201回例会”

優勝は、アッサンブラージュ㈱ 社長 友永勝三 氏

1. 開催日 7月10日(水)

2. 場 所 ザ･クイーンズヒルゴルフクラブ

3. 参加者 14名

【個人成績表】 （敬称略）【特別賞】

此の度は、流通研究会第201回例会ゴルフコンペで優勝の栄誉を戴きました。グロス98と

お恥ずかしい限りで賞がとても重く感じられます。曇り空で今にも泣き出しそうなお天気で

したが、幸い雨にもあわず日も照らず快適にプレイすることが出来ました。ご一緒させて頂

いた八頭司様、大松様、日野様のお蔭で話もはずみ大変楽しく有意義な素晴しい一日になり、

その上に運まで賜り感謝の気持ちでいっぱいです。このような貴重な企画運営をして頂いた

津田会長様、役員の皆様方に心より御礼申し上げます。そして、今日ご参加の皆々様のます

ますのご隆盛を切にお祈り申し上げます。感謝。

1. 開 催 日 10月27日（日）

2. 時 間 ・開会式 9：30

・試 合 10：00～15：00

3. 会 場 ディノクラブ

福岡市東区松島5丁目3-1

4. 参加対象 オロシアムFUKUOKAならびに

福岡流通センター地域活性化部会

参加企業の皆様

5. お問合せ 福岡流通センター地域活性化部会

(協)福岡卸センター

2017年開催試合の様子
選手応援 総勢140名参加

OUT IN GROSS H・D NET

優　勝 友永 勝三 45 53 98 25.2 72.8

準優勝 梶木 政伸 51 42 93 19.2 73.8

第３位 満山 正明 46 49 95 20.4 74.6

第４位 八頭司 正典 43 44 87 12.0 75.0

第５位 大森 伸一 58 53 111 36.0 75.0

順　位 氏　名
ス　　　コ　　　ア ベストグロス賞 八頭司 正典

梶木 政伸

山野 将由

田中 道佳

梶木 政伸

日野 和徳

ニアピン賞

ドラコン賞

オロシアム通信 2019.9 4

ＴＥＬ：092-622-2711
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今年も地域の皆さまへ日頃の感謝を込めて、「福岡流通センターまつり」を開催します！

地域の皆さんによる活動の発表会やプロレス、ワゴンセールなどを実施いたします。

第39回福岡流通センターまつり

 ㈱明石ｽｸｰﾙﾕﾆﾌｫｰﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ  ㈱アビオス  ㈱アルシュ  ㈱イシカワ

 ㈱イノウエ  ㈱エヴァ  ㈱カイタックファミリー  九州運輸センター(協)

 ㈱九州機工  ㈱九装  ㈱ケイ・エス・デー  興信㈱

 小竹正㈱  秀鳳㈱  ㈱スウィング  ㈱スギヤマ

 セムインターナショナル㈱  セムプランニング㈱  高千穂倉庫運輸㈱  津田産業㈱

 ㈱藤秀  ㈱トライアルカンパニー  ナツアキ㈱  ㈱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㈱

 ㈱パラマ・テック  ㈱ヒデトレーディング  フォーサイト㈱  ㈱福岡銀行

 福岡装飾㈱  フジメン㈱  堀田丸正㈱  松浦通運㈱

 マルクニ運送㈱  ㈱メモス  ㈱リブ  ㈱レイメイ藤井

 (協)福岡卸センター  その他

42社89名

献血にご協力頂いた企業

さる7月24日(水）卸会館3階にて「夏季献血」が

行われました。

非常に厳しい暑さの中、

総計42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。

開催日時について

令和元年11月17日（日曜日） 雨天決行

開催・販売時間 8：30～15：30 会場内 交通規制(車両通行止め) 8：00～16：00

アクセスについて

無料シャトルバス（7：30～16：30）

天神日銀前 ＪＲ千早駅 ＪＲ吉塚駅 長者原バス停

来場者用駐車場 九州団地倉庫駐車場

有料（後払い） 1台１，０００円

※昨年から「開催日」を変更しています。

（変更前）11月23日 勤労感謝の日 ➝ （変更後）11月 第3日曜日

1年7月 31年1月 30年7月

（今回） （前回） （前々回）

400ml 76名 70名 63名

不採血 13名 19名 17名

（割合） (15%) (21%) (21%)

合計 89名 89名 80名

献血結果の実績
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「ジーヴスも2、3冊～」

多分に漏れず読みました。

就寝前の短時間、頭を休め

て読むのに丁度良いユーモ

ア小説です。

紹介者：川嶋 ルミ子さん (ワーゲン㈱)

比類なきジーヴス

自然や宇宙の成り立ちを

優しい詩の言葉に託し、目

に見えない優しさや心を、

もう一度見つめ直す為の、

素敵な童謡集です。

紹介者：杉山 秀彦さん (㈱スギヤマ)

【新装版】金子みすゞ童謡集

紹介者：井上 勝雄さん (㈱ケイ・エス・デー)

サムライ 評伝 三船敏郎

オードリーの若林さんが、

書いたエッセイです。人の

目を気にして自分のやりた

いことができないそんな気

持ちに共感しました。

紹介者：松重 隆さん (フジメン㈱)

ナナメの夕暮れ

黒澤明、三船敏郎ファン

の方にはお薦め。三船敏郎

というスターが公私共に魅

力溢れる人物であった事が

良く判る評本でした。

出版社：文藝春秋
著 者：松田美智子

出版社：国書刊行会
著 者： P・G・ウッドハウス
翻 訳：森村たまき

出版社：文藝春秋
著 者：若林正恭

出版社：角川春樹事務所
著 者：金子みすゞ
編 集：矢崎節夫

9・10月の主な組合行事予定

協同組合オロシアムFUKUOKAは、令

和元年 9月 27日 (金 )17時 00分より

RITZ5(リッツファイブ)〈福岡市博多

区美野島1丁目1-1〉にて第3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。

今月の本棚

(協)オロシアムFUKUOKA
第3回通常総会のご案内

行事名

 法律相談

 理事会

 福岡卸センター 小売部会

 合同ファミリーセール

 (協)オロシアムFUKUOKA

 第3回通常総会

 法律相談

 理事会

 第5回フットサル大会

（福岡流通センター地域活性化部会）

日時

  9月 3日(火)13：30～

  9月13日(金) 9：30～

   8：00～15：00

  9月15日(日)

  9月27日(金)

  17：00～

 10月27日(日)

 10月 1日(火)13：30～

 10月11日(金) 9：30～
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