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12 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/ >



11月17日(日)に第39回福岡流通センターまつりを開催いたしました。早朝からたくさんのお客
様にご来場いただきワゴンセール会場、イベント会場（メイン・プロレス）ともに大盛況のうち
に終えることができました。地域の皆さまを中心に楽器演奏・ダンスなどが行われ、さらには博
多の歌うま天才少女 梅谷心愛さんのステージ、ハリーホークのグリーティングで会場はさらに
盛り上がりました。

開催に伴い準備や当日の運営にご協力いただきました企業、ボランティアスタッフの皆様、誠
にありがとうございました。

主催：福岡流通センターまつり実行委員会

㈱アイル・ジャパン アッサンブラージュ㈱ ㈱アビオス
㈱アルシュ ㈱イシカワ ㈱イデックスリテール福岡 エ
ンジェルアイ㈱ ㈱カイタックファミリー ㈱九装 ㈱ク
リーンサービス ㈱ケイ・エス・デー ㈱コスモ綜合印刷
小竹正㈱ ㈱小山千緑園 ㈱サニクリーン九州 ㈱サンロ
マン ㈱商工組合中央金庫 ㈱スギヤマ 助野㈱ 男爵
筑前 チャイナ梅の花 福岡東店 (医)辻内科クリニック
㈱釣王 ㈱てんぐ屋産業 ㈱富永工芸 ナイスビーム･
ミュージック㈲ 西日本鉄道 土井営業所 ㈱西日本シ
ティ銀行 ㈱西日本総合保険 博多女子高等学校 東福岡
自動車学校 ㈱ヒデトレーディング ファミリーマート多
の津一丁目店 ㈲フィンテック フォーサイト㈱ 福岡外
商協同組合 ㈱福岡銀行 福岡流通センター内郵便局 福
岡流通警備保障㈱ ㈱別府梢風園 ほっともっと多の津店
マーシャル青山 舞松原不動産㈱ 丸松セム㈱ ㈱百田工
務店 ㈱流通自動車整備工場 和信産業㈱ ㈱レイメイ藤
井 (協)福岡卸センター

㈱アイ・ティマネジメント ㈱ア
イル・ジャパン ㈱アルシュ ㈱
アルバーノ ㈱イシカワ ㈱イノ
ウエ ㈲ゑびす エルアンドエス
㈱ ㈱クリーンサービス ㈱グ
リーンクロス 興信㈱ 小竹正㈱
コンフォート㈱ ㈱サンロマン
㈱スウィング ㈱スギヤマ セム
インターナショナル㈱ ㈱西日本
シティ銀行 ㈱西日本総合保険
㈱ヒデトレーディング フォーサ
イト㈱ ㈱福岡銀行 福岡流通警
備保障㈱ フジメン㈱ 舞松原不
動産㈱ 丸松セム㈱ ㈱百田工務
店 ㈱ゆたかカレッジ ㈱流通自
動車整備工場

福岡流通センターまつり開催報告

ボランティア ご協力企業広告協賛 ご協力企業

多々良中央中学校 吹奏楽部
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小売部会“流通センターまつりmini”について

ＦＦ20グループ企業“オロシアムウインターセール”開催報告
去る11月4日(祝)・5日(火)の2日間“オロシアムウインターセール”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し、

2020年ＦＦ20グループオリジナルカレンダーをお渡ししました。
こちらのカレンダーには、売出しの年間スケジュールを掲載

しておりますので、ぜひ、お役立ていただけますよう、宜しく
お願い致します。

売出しにご協力いただきました会員各社の皆様に御礼を申し
上げると共に、以下ご報告を致します。

ありがとうございました。

来客数 226店 売上金額 4,445万円
婦人既製服分科会
会長 奥田和彦

オロシアムFUKUOKA流通研究会“第202回例会”

優勝は、㈱侶丹 社長 日永裕章 氏

1. 開催日 10月17日(木)

2. 場 所 ザ･クラシックゴルフ倶楽部

3. 参加者 14名

【個人成績表】

（敬称略）

【特別賞】

三年間に亘る、腰痛、膝痛に苦しみ、手術。その後のトレーニングで体調を取り戻し、漸
くゴルフのプレーができる体になったと同時に、歴史あるこの会で優勝できました事、心か
ら嬉しく思います。

そして、津田会長、夏秋会長、池田部長とワイワイガヤガヤと和やかに楽しくプレーでき
た事が優勝の要因のひとつだと思います。
これを機会に以前の様にゴルフ練習に励み、更なる向上を目指します。
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OUT IN GROSS H・D NET

優　勝 日永 裕章 47 48 95 19.2 75.8

準優勝 梶木 政伸 56 51 107 31.2 75.8

第3位 池田 喜成 50 55 105 27.6 77.4

第4位 白石 伸夫 45 53 98 20.4 77.6

第5位 八頭司 正典 44 51 95 16.8 78.2

順　位 氏　名
ス　　　コ　　　ア ベストグロス賞 八頭司 正典

満山 正明

村嶋 猛弥

八頭司 正典

友永 勝三

大森 伸一

ニアピン賞

ドラコン賞
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省エネルギーサービス、設備導入、エスコサービス事業

協同組合 オロシアムFUKUOKA おふぃす通信

スリーベネフィッツ株式会社

福岡大学産学連携ゼミナール報告会 開催
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今年4月から、｢卸団地の街づくり｣に関する調査研究
を福岡大学産学連携ゼミナールに依頼しておりましたと
ころ、研究結果に関する報告会を10月30日(水)16時30分
より卸センター会館にて開催しました。
ゼミナールでは、街づくりの方向性を、『働きやすい

環境作り』～卸センター地域を支えてくれる従業員の皆
さんが働きやすい環境になれば、企業や人が集まるよう
になり、地域（企業）のさらなる発展につながる～とし
て、具体的には・・・①限られた移動手段、②休憩でき
る空間の不足、③昼食時の不便さ、の3項目を課題に挙
げられました。
このうち、①移動手段の解決に向けた対策として商学部ゼミナールから『電脳交通』が提案

され、②休憩できる空間の不足には工学部建築学科ゼミナールから『団地内スペース有効活用
のイメージプラン』が示されました。

・日 時 10月30日(水) 16：30～18：20
・場 所 卸センター会館3階 第3会議室
・参加者 福岡大学 計19名

コーディネーター 1名
工学部建築学科 教員2名 学生7名
商学部 教員3名 学生6名

福岡卸センター 10名（理事6名オブザーバー4名）

● 代 表 者 名 ： 米田多加志
● 本社所在地 ： 東京都港区芝3-22-7芝NKビル3F
● T E L ： 03-6453-6905

● F A X ： 03-6453-6906

● 事業所住所 ： 福岡市東区多の津1-7-1-2F

● T E L ： 092-260-9253

● F A X ： 092-260-9254

● ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ(info) ： kanribu1@3benefits.jp

● ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ ： http://www.3benefits.jp/

● 取 扱 商 品 ： 環境衛生商品（ウイルオフ）

セルトーレNEO

● 所属ｸ ﾞﾙｰﾌ ﾟ ： 2



居食屋 きねや流通店 ☎ 092-938-3124

2

3

4

おかげさまで創業32年地域に愛されるうどん
屋としてやって参りました。この度、創業時に
行っていた焼肉業態を復活させ、店内全面改装
を行い、焼肉が食べられるうどん屋として復活
オープン致しました。忘新年会の宴会のご利用、
宜しくお願い致します。

・ 雷山豚カツ丼セット 950円（税別）

・ 宮崎風チキン南蛮セット 870円（税別）

・ 焼肉盛（大） 6,800円（税別）（タン塩、和牛、ハラミ、ホルモン、焼野菜）3～4人前

・ 焼き肉コース 3,600円 プラス500円で2時間飲み放題付（税別）

・ もつ鍋コース 3,200円 プラス500円で2時間飲み放題付（税別）

おすすめメニューと値段
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素直に相手に喜んでもらえ
る気くばりをしようと思える
本です。優しいタッチのイラ
ストでほっこりしながら読め
るのでオススメです。

紹介者：児島 麻吏奈さん (㈱侶丹)

相手もよろこぶ 私もうれしい
- オトナ女子の気くばり帳

出版社：サンクチュアリ出版
著 者：気くばり調査委員会

陸上短距離で活躍した著者
が、経験から、『生き抜くチ
カラ』を伝える言葉の絵本。
大人でも気づきや勇気を貰え
る本です。

紹介者：末次 勝伸さん (音伍繊維工業㈱)

生き抜くチカラ
- ボクがキミに伝えたい50のことば

出版社：日本図書センター
著 者：為末大

紹介者：深川 達也さん (㈱カイタックファミリー)

THE TEAM 5つの法則

チーム、コミュニケーショ
ン、モチベーションとは何か
を今まで思っていた事とは
違った色々な考え方を解読し
ている本です。

今月の本棚

12・1月の主な組合行事予定

仕事をする上で邪魔になっ
ている物は何かを追求し、本
当にやるべき事は何かを気付
かせてくれる本です。

紹介者：室 裕介さん
(アドヴェンチャーホールディングス㈱)

エッセンシャル思考
最小の時間で成果を最大にする

出版社：かんき出版
著 者：グレッグ・マキューン
翻 訳：高橋璃子

出版社：幻冬舎
著 者：麻野耕司

この本は、自分を救うのは
自分しかいないと再認識する
本です。偉人の生い立ちを紹
介すると共に自助の精神、価
値観等を提言した一冊。

紹介者：石井 孝幸さん (興信㈱)

自助論
- 「こんな素晴らしい生き方ができたら！」を実現する本

出版社：三笠書房
著 者：サミュエル・スマイルズ
翻 訳 : 竹内均

第30回
ボウリング大会について

行事名

 法律相談

 理事会

 法律相談

 理事会

 賀詞交歓会

 第30回ボウリング大会

 12月13日(金) 9：30～

  1月10日(金)10：00～

  1月10日(金)11：00～

 1月19日(日)受付9：15～

 12月 8日(日)

         8：00～15：00
 流通センターまつりmini

  1月 7日(火)13：30～

日時

 12月 3日(火)13：30～

 知っておきたい

 資産形成年金セミナー               ②18：00～

 12月 5日(木) ①10：00～

オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ会員企業間の

交流・親睦を深める趣旨で開催しておりま

す「ボウリング大会」を、今回は2020年1

月19日（日）に仲原Ｊボウル〈福岡県糟屋

郡粕屋町仲原2706〉で実

施いたします。後日、詳

細をご案内致しますので、

会員企業にお勤めの皆様

は是非ご参加ください！
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