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協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ 第3回 通常総会
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この度、9月27日の第3回通常総会並びに理事会にて、ふたたび理事長の大役を仰せつかり

ました。微力ではありますが、皆様のお役にたてるよう頑張ってまいりますので、これより2

年間、どうかよろしくお願いします。

さて、協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡの円滑な組合運営には、皆様の協力が最も必要

とされます。具体的には、共同事業を会員企業一人一人が率先して利用する事、ボウリング

大会やソフトボール大会、研修会など組合の様々な行事に参加する事、委員会や部会活動に

出席する事、協力と一言で申しあげましても、その方法は様々です。「できることは何か」、

「できそうなことは無いか」と、お考えいただき、そして、できそうなことから積極的に、

組合の行事・事業・活動へご参加ください。

組合のスローガンは「団結は力」「組合力の強化」「組合員企業への還元」です。

組合活動は、組合員が一つになることで大きな力が生まれます。大きな力は、地域の活性

化や街の健全な発展につながります。大きな力による街の発展は、ひいては組合員企業の皆

様の発展につながります。

最後になりますが、これからも皆様からのご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いします。

協同組合オロシアムＦＵＫ

ＵＯＫＡは、9月27日(金)17

時より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、30年度の事業・収支報

告・令和元年度事業計画等の

ごあいさつ
理事長 金古 嘉喜

Kaneko Yoshiki

議案を審議の上、ご承認いただきました。また、総会終了後には、新しく加入いただいた会員

企業をご紹介いたしました。その後の懇親会においては、共同事業協力企業の皆様にも参加い

ただき、名刺交換・情報交換など交流を深めました。



就任理事のご紹介

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

理事(再任)広報・IT委員会 委員長 理事(再任)広報・IT委員会 委員長

理事(再任)広報・IT委員会 委員長 理事(再任)広報・IT委員会 委員長

理 事

㈱アイル・ジャパン

Tarui Keizo

㈱ヒデトレーディング
鈴木 英夫

Suzuki Hideo 

専務理事

㈱イノウエ
宮原 茂直

Miyahara Shigenao

(協)福岡卸センター
村嶋 猛弥

Murashima Takeya

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

舞松原不動産㈱
加藤 龍雄

Kato Tatsuo

理 事 理事(再任)広報・IT委員会 委員長
アッサンブラージュ㈱

友永 勝三
Tomonaga Katsumi

理 事

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

㈱スギヤマ
杉山 秀彦

Sugiyama Hidehiko

理 事 理事(再任)広報・IT委員会 委員長

㈱クリーンサービス
満山 正明

Mitsuyama Masaaki

理 事

監 事 監 事

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

㈱サンロマン
津田 征子

Tsuda Yukiko

理 事理事(再任)広報・IT委員会 委員長

㈱百田工務店
百田 篤

Momota Atsushi

理 事

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

㈱イシカワ
石河 勲

Ishikawa Isao

副理事長
理事(再任)広報・IT委員会 委員長理事(再任)広報・IT委員会 委員長

丸松セム㈱
八頭司 正典

Yatoji Masanori

理 事

理事(再任)広報・IT委員会 委員長理事(再任)広報・IT委員会 委員長
㈱アビオス

田中 良彦
Tanaka Yoshihiko

副理事長

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

理事(再任)広報・IT委員会 委員長副理事長

㈱アルシュ
坂田 泰良

Sakata Yasunaga
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 敬三 



● 開催日 令和元年(2019年)11月17日(日曜日)

開催・販売時間 8：30～15：30 雨天決行

※会場内交通規制(車両通行止め）8：00～16：00

● 共 催 福岡市

● 後 援 粕屋町

● 協 賛 多々良校区、若宮校区、松島校区の各自治協議会

第39回 福岡流通センターまつり

ご来場をお考えの皆さまへ（お願い）

✦今年も、無料シャトルバス(運行時間 7：30～16：30)を運行します！

駐車場台数には限りがありますので、公共交通機関または無料シャトルバスをご利用くださ

い。

・ 発着場所：天神日銀前、JR吉塚駅(西口)、JR千早駅(西口)、長者原(役場系統)

・ 来場者用駐車場：九州団地倉庫駐車場 (有料・後払い1,000円／1台)

・ 流通センター内の道路は全て駐車禁止です。短時間の路上駐車でも取締りの対象とな

ります。

✦流通センターまつりは、周辺の皆様のご理解・ご協力で開催されます。ゴミなどを放置せ

ず、周辺の皆様にご迷惑をお掛けしないようにお願いいたします。

ステージスケジュール(8：30～15：30）

✦メイン会場：卸センター会館裏駐車場

出演団体様は、若宮太鼓〔太鼓演奏〕、ファンキービート〔ダンス〕、舞斬(ぶざん)〔踊

り〕、多々良保育園〔遊戯〕、福岡市消防音楽隊〔吹奏楽〕、マーシャル青山バンド〔バン

ド演奏〕、多々良中央中学校吹奏楽部〔吹奏楽〕、梅谷心愛(うめたにこころ)さん〔歌唱〕、

ＳＤＡ〔ダンス〕です。

✦プロレス会場：㈱パラマ・テック様駐車場

九州産業大学プロレス研究部のみなさんによる「福岡流通センターまつり大会」を行ない

ます。

ワゴンセール会場(物品の販売は8：30から15：30まで)

✦卸センター地域・FRCビルにて衣料品、寝具、食品、雑貨、寝具、靴、インテリアなど60

社以上が出店いたします。

✦福岡卸センター小売部会では、福岡流通センターまつり、流通センターまつりmini、流通

センターまつり・春に関する情報発信サイト立ち上げを記念して、LINEのお友達登録をされ

た方を対象とした大抽選会を開催します。
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令和元年度 粕屋東中学校職場体験学習

(協)福岡卸センター理事による視察研修について

棟式建物であり団地完成時期も近いなど共通する状況も多く、

よって団地の一体性維持の手法や再整備計画などの先進事例

を、(協)新大阪センイシティー様には平成12年度から2次に分

け実施された団地再整備事業の詳細と現状・課題までを、詳

しく教えていただきました。

さらに今回の視察では、インキュベーション施設による建

物・施設の有効活用に関する参考事例として、京都リサーチ

昨年4月に当組合の多の津１丁目地区において、小売の出

店、倉庫・運輸の立地、駐車場の単独立地が可能となった事

を機に、理事による街づくりの先進地視察を開始。今年は第

2回目として、10月10・11日(木・金)に、強行日程ではあり

ましたが、京都・大阪・神戸の3団地・3事業所を訪れる視察

研修を実施しました。

(協)大阪紙文具流通センター様並びに同席いただいた大阪

メルカート(協)様は、当組合と同様の流市法団地でしかも連

パ－クにある2ヶ所の施設（ＢＩＺ ＮＥＸＴ・ＳＴＣ３）と、

神戸インキュベーションオフィスの3ヶ所を訪れました。

理事による視察は、団地の将来に向けた街づくりのあり方

を考える参考として、現地を訪れなければ得られない貴重な

情報を獲て大変価値ある研修となりました。

追伸：この視察は、福岡県中小企業団体中央会の支援（助

成）を受けて実施しています。

社会の変化に対応していける生徒を育成するための進路指導

の一環として「中学3年生の職場体験学習」に、昨年に引き続

き、粕屋町立粕屋東中学校の生徒さん19名を会員企業7社に受

入れていただきました。

3日間の体験を通して、社会に貢献する喜びや働くことの大

変さを学び、社会人としての役割を考える有意義な時間であっ

たと思います。

【 職場体験学習受入企業 】

㈱エヴァ 小竹正㈱ ㈱サンロマン ㈱西日本シティ銀行

㈱ヒデトレーディング フォーサイト㈱ ㈱古荘本店
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まだ幼い中学3年生の受入に御協力くださいました会員企業様に厚く御礼申し上げます。あ

りがとうございました。



小売部会“流通センターまつりmini”について
福岡卸センター小売部会は、これまで開催していた“合同ファミリーセール”から“流通

センターまつりmini”に名称を変更し、引き続き一般のお客様へのセール(物品販売)を行な

います。是非、福岡卸センター地区へお越し下さい。
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協同組合オロシアムFUKUOKA委員会のご紹介
協同組合オロシアムFUKUOKAでは、10月からの委員会再編に伴い、組合の事業・活動を円滑

に実施するために5つの委員会〔総務委員会(7名)、会員交流委員会(9名)、研修委員会(8名)、
広報・ＩＴ委員会(7名)、共同事業委員会(9名)〕を設置いたしました。委員会に所属頂いた
皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。

① 総務委員会

会員拡大、地域交流、収支予算・決算、資金収支、他の委員会に属しない事項

② 会員交流委員会

会員交流、流通センターまつり、ソフトボール大会、ボウリング大会

③ 研修委員会

教育研修、新入社員向け、トップセミナー、階層別の研修、健康セミナー他

④ 広報・ＩＴ委員会

広報・ＰＲ、ＨＰ・ＦＢページ、オロシアム通信（冊子）、フォト・川柳コンテスト他

⑤ 共同事業委員会

共同事業の利用促進並びに開発、カレンダー作成

「福岡流通センターまつり(2019年11月17日)」や「流通センターまつりmini」、「流通セ

ンターまつり・春」の様々な情報を発信しております。

LINE(ライン)のお友達登録をお願いします。お得なセール情報やクーポンをGETできます。

また、Instagram(インスタグラム)もフォローしてください。
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古い本です。第二次世界
大戦前後の主要な失敗を通
じ日本軍が敗戦した原因を
追究した学術的研究書にな
ります。

紹介者：浦山 政昭さん (和信産業㈱)

失敗の本質
-日本軍の組織論的研究

出版社：中央公論社
著 者：戸部良一

寺本義也 他4名

「わかっているけど動け
ない」人のために、一瞬で
決めて動くための最強の書
籍です。

紹介者：丸山 猛さん (助野㈱)

0秒で動け
- 「わかってはいるけど動けない」人のための

出版社： SBクリエイティブ
著 者：伊藤羊一

紹介者：宮原 茂直さん (㈱イノウエ)

老後の資金がありません

描いた人生の設計図が突
然狂ってしまう出来事が。
生活の全てが変わってしま
う現実をどう生きて行くか
…。

今月の本棚

11・12月の主な組合行事予定

アドラー心理学を名言集
にしてシンプルに書かれた
書籍です。仕事や対人間関
係にも役に立つ内容ですの
で一度読まれて下さい。

紹介者：小林 大輔さん (ワーゲン㈱)

アドラー100の言葉

出版社：宝島社
著 者：和田秀樹

出版社：中央公論新社
著 者：垣谷美雨

絶望のどん底から1人の
少年との出会いで気持ちが
前向きになっていくストー
リーで、自分自身が勇気を
貰えるし泣ける本です。

紹介者：勝本 末行さん (㈱石蔵商店)

十二番目の天使

出版社：求龍堂
著 者：オグ・マンディーノ
翻 訳 : 坂本貢一

10月7日(月)まで募集しておりました

「2020年キャンペーンテーマ」は、会員

企業にお勤めの皆様より15社56通のご

応募がありました。ありがとうございま

した。

決定したキャンペーンテーマは、組合

の広報活動に使用し、会員企業の皆様と

1年間共有してまいります（12月下旬に

ポスターを配布予定です）。

2020年
キャンペーンテーマの

応募状況についてのご報告行事名

 法律相談

 理事会

 法律相談

 理事会

 流通センターまつりmini
 12月 8日(日)

 8：00～15：00

 開催・販売時間

 11月17日(日)

 福岡流通センターまつり

 第39回

 8：30～15：30

 12月 3日(火)13：30～

 12月13日(金) 9：30～

日時

 11月 5日(火)13：30～

 11月 8日(金) 9：30～
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