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協同組合福岡卸センター

理事長 百田 篤

皆様 新年あけましておめでとうございま

す。令和として初めて迎える新しい年2020年

の新春を、ご家族お揃いでお迎えのことと、

心からお慶び申し上げます。

皆様方には日頃より組合活動へのご理解・

ご協力を賜り、おかげをもちまして組合経営

が大変順調であります事をまず一番にご報告

し、心からお礼申し上げます。

さて、当組合がある卸センター地区(多の

津１丁目)においては、一昨年4月から当地へ

の運輸・倉庫業や小売店の進出基準が緩和さ

れ、駐車場の単独立地が可能となるなど、福

岡市の都市計画並びに取扱基準が見直され

『街の活性化への可能性が広がった』ことを

機に、小売による街の活性化を目指し「夏の

流通センターまつり」や、小売部会による

ファミリーセール・「流通センターまつりｍ

ｉｎｉ」を開催しています。

また、役員は一昨年の岡山・尾道・広島の

先進組合視察に続いて、京都・大阪・神戸の

先進組合やインキュベーション施設を訪れ、

「いずれ訪れる団地の再整備という課題にこ

れからどう取り組むべきか」を学んでいます。

福岡卸センターではこれからも、協同組合

オロシアムＦＵＫＵＯＫＡと相互補完しつつ、

地域の活性化並びに会員の皆様の発展に寄与

するよう努めてまいります。

どうか、本年もご協力のほど、よろしくお

願い申し上げます。

【課題目標】

①公共交通鉄軌道の乗入れ・誘致活動

②当地区のさらなる規制緩和の実現

③周辺地域の整備への取り組み

協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ

理事長 金古 嘉喜

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

組合員の皆様のご支援ご協力をいただき、

協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡが3年目

の新春を迎えましたこと、御礼申し上げます。

おかげをもちまして、8月に109社でスタート

した新年度は、さらに5社が加わり114社と会

員拡大中であることを、ご報告いたします。

さて、当組合は「団結は力」「組合力の強

化」「組合員企業への還元」をスローガンに

掲げ、流通センター地域における「24時間稼

働のビジネスセンター」、「様々なひと」が

「集い」、活き活きと「交流」のある卸売業

を中心とした賑わいのある街づくりをめざし

ています。

そのためオロシアムＦＵＫＵＯＫＡは男性

も女性も、ハンディキャップをお持ちの方も、

様々な勤務体系の皆様も、人種・国籍・性

別・年齢は問わずに立場を超えて、人々にや

さしく寄り添うビジネスセンターでありたい

と思います。「団結は力」によって街を創造

し地域の存在価値を高めることで、組合員の

皆様にメリットを感じていただけるよう、活

動してまいります。

また、スローガンの一つである「組合員企

業への還元」については、共同購入事業によ

るコスト削減へのお手伝いとともに、併せて、

福利厚生・教育情報事業の充実も進めてまい

りますので、どうかご参加ください。

何卒、本年もよろしくお引き立て賜ります

よう、お願い申し上げます。

【課題目標】

①共同事業の利用推進

②会員の拡大・増強

③積極的なグループでの活動

Momota Atsushi Kaneko Yoshiki

新年のご挨拶



この度は、沢山のご応募頂き、誠にありがとうございました(応募総数 15社56通)。

今回、会員企業の皆さまには第1次審査にご協力頂き、第2次審査は広報・IT委員会、研修委員会

による最終審査を執り行いました。また、各社におかれましては、ポスターを掲示して頂くなど一

年間を通して“キャンペーンテーマ”をご活用くださいますようお願い申し上げます。

最優秀賞

作者のコメント

この度は、最優秀賞を頂き誠に感謝申し上げます。
今回のテーマは、令和という新しい時代を迎えつつも、古き良き時代との

調和を大切にした街になる事を願って、こちらのテーマをつけさせて頂きま
した。オロシアムFUKUOKAの更なる飛躍を期待致します。

佳 作

2020 あきらめない力

新しいことへの挑戦と発信
～オロシアムFUKUOKA～

㈱イシカワ 蒲浦 亮

2020 夢膨らむ楽しい令和へ

希望、感性、創造力
オロシアムFUKUOKA
㈱イノウエ 田尻誠二

がっちり スクラム 2020

人と人
会社と会社が助け合う地域を目指して

㈱アビオス 西島 勝彦

繋がる2020

いい街、いい出会い

㈱イノウエ 小田 将晴

～夢をかなえる街～

新しい未来を創る・オロシアムFUKUOKA

(協)福岡卸センター 村嶋 猛弥

未来へ続く2020

オロシアムFUKUOKA
輝く希望・走れ未来へ
㈱アビオス 草壁 泰介

福岡2020～福岡からアジア、アジアから世界へ～

未来創造都市 オロシアムFUKUOKA

フォーサイト㈱ 松尾 惇也

2020 輝く未来に

夢と希望につつまれる街
オロシアムFUKUOKA
㈱百田工務店 松谷雅弘

2020 アジアへの玄関口

九州からアジアへの発信基地
オロシアムFUKUOKA
フォーサイト㈱ 松尾 惇也

2020 輝け新時代

広がる 無限の可能性
オロシアムFUKUOKA

㈱ヒデトレーディング 松本 加奈絵
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㈱エヴァ

本山 亜沙美



株式会社古荘本店
福岡支店 三宅 順一

Miyake Junichi『 ハカについて 』
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今年はラグビーワールドカップもあり、今までラグビーに興味がなかった方々もラグビーをテレ

ビ中継やパブリックビューイングやネット上の動きなども含めて観る機会が多くなり空前のラグ

ビーブームが起きています。日本も念願のベスト8進出達成をし、日本全体が盛り上がりました。地

元選手では福岡堅樹選手、流大選手の大活躍が記

憶に新しいところです。ラグビーの試合を見る

ときに、ニュージーランドの代表選手（オールブ

ラックス）が試合前に踊っているのを見たことは

ありませんか？あれは、「ハカ」という踊りで、

ラグビーの試合前に披露するのが伝統となってい

ます。ラグビーに詳しくなくてもハカの存在を知

っている人もいるほど有名な伝統となっています。

でも、一体ハカにはどんな意味が込められている

のか？を知っている人は多くはないのではないのでしょうか？

今回はハカの意味やなんで試合前に踊るのかを紹介したいと思います。まず、ハカとは元々は

ニュージーランドの先住民であるマオ

リ族が踊っていた踊りです。踊りとい

うと宴会で披露するような陽気なもの

を浮かべるかもしれませんが、ハカを

見たことがある人はそんな陽気な印象

は持たないでしょう。ハカはとても力

強く荒々しさを感じます。ハカは、相

手を威嚇する踊りなのです。マオリ族

の戦士が戦いの前に手を叩いたり足を踏み鳴らして自分たちの力を誇示する踊りであります。目を

見開いたり、舌を大きく突き出したり武器を振り回したりすることで相手を威嚇します。相手を威

嚇するのと同時に戦士たちの士気を高めることもできます。ハカを踊ることで戦の神に呼びかけて

いるとマオリ族は信じているので、ハカを踊ることで勇気と力が湧いてくるのです。英語でハカの

事を「war cry」と呼ぶことがあります。日本語だと「戦闘の雄叫び」になります。この言葉が示す

ようにハカは戦闘前の踊りなのです。また、マオリ族と同じ先祖を持つポリネシアの国々、サモア、

フィジー、トンガにも独自のハカがあり、今や国際試合ではオールブラックスと同じように試合前

に踊りを披露してくれます。最近ではこれらの国同士で試合をすることも多く、試合前のハカの対

決を見れることもあります。

来年には、東京オリンピックが開催されその中の種目に7人制ラグビーが実施されます。これか

らもラグビー人気が高まって、もっと盛り上がれば私としてはうれしいです。



さる令和元年11月26日(火)に開催された

「中小企業等協同組合法施行70周年記念式

典」において、当組合より村嶋事務局長が、

永年協同組合に勤務し、事務に精通した優良

職員に与えられる「全国中小企業団体中央会

会長表彰」を受賞しました。

今年も企業間の交流を目的としたボウリング

大会を開催いたします。会員交流委員会では、

真冬のボウリング大会を明るく彩って下さる方

（男女別 計4名）を表彰する特別な賞（20,000

円相当）を企画しました。ぜひ当日は、『楽し

く 明るく 派手に カラフルなお洋服』でご参

加ください！

● 開催日時

令和2年1月19日(日) 受付9：15～

● 開催会場

仲原Jボウル（仲原ファミリーボウル）

福岡県糟屋郡粕屋町仲原2706番地

℡092-624-8556

● 参加資格

会員企業に在職する

従業員のみなさま

● 参 加 費

無料

● お問合せ

協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ

担当：長沢 TEL：092-622-2711
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「全国中央会・会長表彰」
を受賞しました

「血液事業功労団体」
感謝状を拝受しました

(協)福岡卸センター並びに(協)オロシアム

ＦＵＫＵＯＫＡが、長きにわたって取り組む

献血運動に対し、12月9日(月)に開催された福

岡市保健衛生大会において血液事業功労団体

として感謝状をいただきました。これまで40

年を超える献血運動を継続できますのも、組

合員の皆様のご理解と役職員の皆様のご協力

によるものと、深く御礼申し上げます。

第30回ボウリング大会のご案内

●日 時 1月23日（木）

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)



「教養セミナー」開催のご案内

オロシアムFUKUOKA総合商品部会“秋の異業種交流会”
『協同組合岡山県卸センター』視察報告

小売部会“流通センターまつりmini”について
小売部会は、“流通センターまつりmini”を12月8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、2020年2月9日(日)に開催予定です。また改めて、ご案内いたします。

研修委員会では、多方面にて活躍されている野菜ソムリエの吉田聡氏をお迎えして、野菜に

ついての楽しいハナシのセミナーを開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。

● テ ー マ 「もっと野菜が好きになる」～誰かに話したくなる野菜のハナシ～

● 講 師 広告代理店 あどべじ 代表

野菜ソムリエ 吉田 聡 氏

● 開催日時 令和2年2月5日(水) 18：00～19：30

● 場 所 卸センター会館 3階 「第3会議室」

● 参 加 費 無 料

● 問 合 せ 卸センター事務局（☎622-2711）
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令和元年11月19日、岡山県卸センターを部会員13名にて訪問。

問屋町テラスを中心として、住宅エリアと商業エリアに分か

れ、商業施設（楽しさ）＋住宅展示場（憧れ）をコンセプトに、

「結婚～出産～家づくり、そして毎日を美しく彩る生活へ」を

テーマに街が構成されています。

街並みも美しく、個性あふれるショップが並び又マンション

も併設され、卸と小売り飲食住いが見事に調和された街になっておりました。

20日に開催しました懇親ゴルフ、今回の優勝はナツアキ㈱の夏秋会長でした。

（敬称略）

順位 参加者名 OUT IN GROSS HDCP NET

優　勝 夏秋 忠明 48 47 95 20.4 74.6

準優勝 瀬藤 和広 40 39 79 3.6 75.4

3位 香月 清 49 52 101 22.8 78.2

今回はセミナー開催前に、
特別にオロシアム通信
(1月号)で吉田聡さんの

「もっと野菜が好きになる！」
をお読みいただけます。

会長 日永裕章
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『アパレルビジネスは成

長 で き る ！ 』 と 断 言 。

『アート＆サイエンス』

『人への投資』『評価の仕

組み』の部分が特に勉強に

なりました。

紹介者：平原 勇介さん (小竹正㈱)

成功に奇策はいらない
－アパレルビジネス最前線で僕が学んだこと

飼い主さん大好きな犬く

んに癒され、ツンデレな猫

様に心奪われる日常を描い

たほのぼのと読めるコミッ

ク本です。

紹介者：横田 由佳さん (㈱立花マテリアル)

犬と猫どっちも飼ってると
毎日たのしい（1）

紹介者：武石 宏二さん
(アドヴェンチャーホールディングス㈱)

社長は少しバカがいい。
～乱世を生き抜くリーダーの法則

天才とは1％のひらめきと

99％の努力である。と誰か

が言ってた。蒼井優を奥さ

んにしたお笑い芸人 山ちゃ

んの自伝的エッセイです。

紹介者：荒木 悟さん (フォーサイト㈱)

天才はあきらめた

自分の弱さを隠さず、人

一倍の強さも有る人。経営

方針も独自で誰が読んでも

わかる内容。人として魅力

が有りとてもおもしろい。

出版社：WAVE出版
著 者：鈴木喬 （エステー㈱会長）

出版社：英治出版
著 者：平山真也

出版社：朝日新聞出版
著 者：山里亮太

出版社：講談社
著 者：松本ひで吉

1・2月の主な組合行事予定

今月の本棚

オロシアム社員交流会について

福岡流通センター地域活性化部会では、

『友達づくり（企業人として・社会人と

して・人として）と異業種交流』をテー

マにオロシアム社員交流会を2020年2月

21（金）に開催いたします。只今、鋭意

準備中です。詳細は改めてご案内致しま

すので、福岡流通センターに関

りがある方々は、

奮ってご参加く

ださい！

行事名

 法律相談

 理事会

 賀詞交歓会

 第30回ボウリング大会

 冬季献血

 法律相談

 流通センターまつりmini

 理事会

 オロシアム社員交流会
（福岡流通センター地域活性化部会）

  2月14日(金) 9：30～

  2月21日(金)

  2月 9日(日) 8：00～

日時

  1月 7日(火)13：30～

  1月10日(金)10：00～

  1月10日(金)11：00～

 1月19日(日)受付9：15～

  1月23日(木) 9：30～

  2月 4日(火)13：30～
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