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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/ >
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 (協)福岡卸センター  その他

34社64名

献血にご協力頂いた企業

さる7月22日(水）卸会館3階にて「夏季献血」が行

われました。

天候の不安定な中、

総計34社64名の方に

ご協力いただき誠に

ありがとうございました。

2年7月 2年1月 元年7月

（今回） （前回） （前々回）

400ml 56名 53名 76名

不採血 8名 11名 13名

（割合） (12%) (17%) (15%)

合計 64名 64名 89名

献血結果の実績
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福岡流通センターまつり実行委員会では、本年11月15日（日曜日）に開催予定の福岡流通セン

ターまつりは、新型コロナウイルスの感染拡大により中止し、来年11月21日（日曜日）に延期す

ることを決定いたしました。

多くの来場者が予想される会場内では、密接・密集により感染リスクが高まることが懸念され、

来場者や関係者、スタッフの健康・安全面を第一に考慮した結果、開催は困難であると判断いた

しました。

地域の代表的なまつりとして親しまれ、定着している「福岡流通センターまつり」が開催でき

ないことは大変残念なことではありますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

第40回福岡流通センターまつり中止のお知らせ

協同組合オロシアムFUKUOKAは、令和2年9月28日(月)10時00分より福岡卸センター会館(福岡市

東区多の津1丁目7-1)にて第4回通常総会を開催いたします。

今回の総会は、新型コロナウイルス感染拡大に鑑み、「委任状」出席に加えて「書面決議」参

加もできますので、ぜひご検討ください。

(協)オロシアムFUKUOKA 第4回通常総会のご案内



1. 日 時 令和2年7月10日(金)～11日(土)

2. 場 所 別府 西鉄リゾートイン別府

3. 参加者 8名

繊維部会では、今年度の総会を大分県別府市「西鉄リゾートイン別府」で、繊維部会として

は2年ぶりに、持ち出し総会を開催しました。

総会では令和元年度事業・収支報告が承認されて後、令和2年度の事業計画・予算案を審議

いただいた結果、現在のコロナ禍の状況を鑑み、令和2年度の年会費を徴収しないことを決定

いたしました。続いて、役員選任の決議を行い、新たに選任された宮原新会長より所信表明の

ご挨拶が述べられました。

総会終了後の懇親会では、新型コロナウイルス感染症予防対策に努めながら、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。

オロシアムFUKUOKA繊維部会“総会”開催報告
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オロシアムFUKUOKA流通研究会“第205回例会”

優勝は、㈱クリーンサービス 社長 満山 正明 氏

1.開催日：7月16日(木)

2.場 所：芥屋ゴルフ倶楽部

3.参加者：15名

【個人成績表】

（敬称略）【特別賞】

新型コロナウイルス感染症の影響で、第204回例会が

中止になり、久しぶりの例会に参加出来て、ましてや優

勝と言う名誉を頂き、嬉しい限りでございます。

それもこれも、ご同伴者の池田部長様、香月相談役様、

そして津田会長様、お三方のお力添えのお陰だと、感謝

しております。

今後も、皆様と楽しくプレー出来るように日々精進し

て参りたいと思います。誠にありがとうございました。

OUT IN GROSS H・D NET

優　勝 満山 正明 47 44 91 16.8 74.2

準優勝 友永 勝三 41 45 86 10.8 75.2

第3位 八頭司 正典 55 45 100 24.0 76.0

第4位 香月 清 45 48 93 16.8 76.2

第5位 山野 将由 45 53 98 21.6 76.4

順　位 氏　名
ス　　　コ　　　ア

ベストグロス賞 友永 勝三

梶木 政伸

大森 伸一

八頭司 正典

梶木 政伸(2)

大森 伸一

ドラコン賞

ニアピン賞



『ローラーリュージュ』

興信株式会社
杠 幸治

Yuzuriha Kouji

今回で5回目の寄稿となりますが、去年の秋に家族で訪れた熊本県葦北郡の芦北海浜総

合公園をご紹介させて頂きます。この公園は八代湾を臨み、八代市と水俣市の中間ほどに

位置します。私は熊本旅行に行った際、予定はしておりませんでしたが、宿泊先のご主人

に勧められて行ってみることにしました。

この公園には様々な遊具があり、今回は

その中でも私たちが体験したローラーリュ

ージュをご紹介したいと思います。

ローラーリュージュはニュージーランド

で生まれたスポーツでコンクリートトラッ

クの曲がりくねった傾斜のあるコースを専

用カートでスピードコントロールしながら

走行します。ハンドルは自転車のハンドルのような形状でブレーキワークもハンドルを押

したり引いたりして操作するので小学校低学年でも十分楽しめると思います。

コースは初心者向けのファミリーコース、中級者向けのスタンダードコース、上級者向

けのチャンピオンコースがあります。ファミリーコースを三回走るとスタンダードコース

を使用でき、更にスタンダードコースを三回走るとチャンピオンコースに挑戦できます。

回数券を販売機で購入し、ヘルメットを装着し、リフトでスタート地点まで昇ります。

初回のみスタート地点で操作の簡単なレクチャーがあります。レクチャーが終了するとい

よいよスタートです。ハンドルを一番奥のパーキングから一段手前に引くとドライブに入

り、あとは傾斜を勝手に下っていきます。ドライブから更に手前にハンドルを引くとブ

レーキがかかるので、それでスピードをコントロールしながら走行していきます。コース

の途中スピード注意と出ている箇所がありますので、それに従いスピードをコントロール

しコーナーを曲がっていきます。娘はもちろん大人の私と妻も夢中になってしまうほど楽

しかったです。

ローラーリュージュ自体の楽しさの他に、リフトでスタート地点まで昇る時、後ろを振

り返ると眼前に広がる八代湾の景色もとても綺麗でした。福岡からは少し距離があります

が、行ってみる価値は十分あると思います。

ホームページを拝見すると令和2年7月豪雨で園内被害により7月30日時点では休園と

なっておりました。被害にあわれた地域の方々にお見舞い申し上げるとともに一日も早い

復興をお祈り申し上げます。コロナや豪雨など暗いニュースが多いですが、復興後は是非

みなさん行って、楽しんでみてください。
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事業所向け福岡市のゴミ分別に関する説明会 開催報告

令和2年10月1日より、福岡市の事業所から出るゴミ（一般廃棄物）の分別ルールが変わるこ

とを受けて、8月4日に福岡市の担当職員をお迎えし、ゴミの分別方法について説明会を開催致

しました。新しい分別ルールをスムーズに実施するには、①具体的な分別作業方法の検討と、

②社内での周知が求められていますので、予め各社でのご準備をお願いします。

応募先：メールアドレス oroshi@mocha.ocn.ne.jp
①所属先名 ②氏名 ③タイトル（全角10文字以内）をご記入の上、
データ（メール可：件名に「フォトコンテスト応募」）または写真をご提出くだ
さい。
スマホで撮影した写真も大歓迎です！
応募点数は1名5点まで

３ステップ！スマホで応募
① ＱＲコードを読み込む
② 必要事項を入力
③ 応募する写真を添付して送信

【応募上の注意】

・応募はオリジナルで未発表の作品に限ります

・人物が写った写真は本人の了承を得てください

・入賞後、所属名・氏名・タイトルがホームペー

ジ等に掲載されます
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1.日 程 令和2年8月4日(火)

13：30～14：00

2.会 場 卸センター会館 第2・3会議室

3.講 師 福岡市 担当職員

4.参 加 者 23社31名

会員企業従業員（その家族を含む）
関係者（グループ企業・取引先〈メーカー・お得意先様 等〉
九州産業大学 学生
（芸術学部、九州産業大学造形短期大学部の方はご遠慮ください）
福岡女子大学 学生
※ご本人または代理の方が賞金の受け取りに事務局へ来局可能な方へ限らせてい
ただきます。

テ - マ

応募方法

締 切

対 象 者

表 彰

発 表

問合せ先

2020年10月25日(日)まで

オロシアム通信 2021年1月号予定

最優秀賞（1点） 20,000円の商品券 ほか

協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ 事務局
住所：福岡市東区多の津1-7-1 ＴＥＬ：092-622-2711

・入賞作品の著作権は主催者に帰属します

・応募写真はご返却いたしません

・入賞はお一人様一点に限ります

フリー



ひだまり ☎ 092-663-0855

2

3

4

福岡魚市場から新鮮で天然の魚にこだ

わり会席料理から肉料理まで、取り揃え

ています。

又、お持ち帰りの弁当も始めました。

写真（右）は、おまかせ会席[小鉢・お造り・

和牛A5ロース1人前・茶碗蒸し・天ぷら・鯛め

し・デザート]（4,000円/税別）の一例です。

・ランチ［松花堂 2,300円(税別)、会席 3,300円(税別)、寿し会席 3,300円(税別)］

・おまかせ会席 4,000円(税別)より ・すき焼きコース 5,000円(税別)

・和牛A5ランク宝楽コース 6,000円(税別) ・その他コース、単品料理 色々ございます

おすすめメニューと値段
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※ 都合により営業時間を短縮もしくは臨時休業とさせていただく場合がございます。予めご了承ください。



オロシアム通信 2020.9 6

事務局からのお知らせ

今回は、防災情報を取得するのに便利な福岡市のツールをご紹介いたします。この機会に、

「防災アプリ、防災メール、LINE公式」を登録し、活用しましょう。

✦防災アプリ 『ツナガル＋（プラス）』

避難所グループ内での情報共有や指定外避難所から被災状況などを発信

できます。

このアプリは、日ごろから自治会や地域サークルなどでの情報交換ツー

ルとしても活用でき、有事には災害時モードに切り替わり、近隣の避難所

への案内機能のほか、避難所コミュニティに参加することで、被災状況や

支援情報の共有が可能となります。

アプリのダウンロードは福岡市ホームページ(出典元)を確認してください。

✦防災メール

緊急情報や気象警報・注意報などの防災に関する

情報を携帯電話やパソコンへメールで受け取ること

ができます。※必要な情報を選択して受信できます。

登録方法：携帯電話やスマートフォンから、

「entry@fukuoka-city.jp」へ空メールを送信して

ください。しばらくすると「bousaimail@fukuoka-

city.jp」からメールが届きます。このメールに記載

された登録・変更用のURLをクリックすると登録完了

です。

✦LINE公式

「福岡市LINE公式アカウント（@fukuokacity）」を友達

追加すると、防災、ごみの日、子育て、防犯・交通安全、

イベントなどの生活に密着した情報の中から、選択した情

報だけをLINEでタイムリーに受け取ることができます。

また、家庭ごみの分別検索や、道路・河川・公園の不具合

などの通報ができ、大変便利です。

現在では、新たに「感染症（コロナ）」に関する情報の

配信を開始されており、受信するためには、設定が必要で

す。

※PC版LINEでは受信設定などのメニューが表示されません。モバイル版でご利用ください。



今月の本棚

マイクロソフトでドラッ

グ＆ドロップ、右クリック

を作り上げた日本人の時間

術。読めば仕事が遅れる言

い訳が出来なくなるかも。

紹介者：山﨑 和さん (㈱百田工務店)

なぜ、あなたの仕事は終わらないのか

「めんどくさい」と思う

ことが解消するテクニック

をマンガや図でわかりやす

く教えてくれます。

紹介者：力竹 寛徳さん （㈱スギヤマ)

マンガで「めんどくさい」がなくなる本10歳の君に贈る、心を強くする26の言葉
哲学者から学ぶ生きるヒント

サスティナブルについて、

売って終わりの業態以外に

循環させる為の業態の成長

が見てとれ、これからのア

パレル業界の変化がわかる

本。

紹介者：平原 勇介さん (小竹正㈱)

アパレル・サバイバル

学校の先生や親がなかな

か答えられない、子どもが

抱えるリアルな悩みや疑問

を、哲学者の言葉をヒント

に解決。

出版社：文響社
著 者：中島聡

出版社：日本経済新聞出版社
著 者：齊藤孝浩

出版社：フォレスト出版
著 者：鶴田豊和

作 画：藤原ちづる
シナリオ原作：鍋島焼太郎

出版社：えほんの杜
著 者：岩村太郎

紹介者：西田 健治さん (㈱アビオス)

広報・IT委員会では、オロシアム通信「今月の本棚」について、2020年10月号掲載分より、寄
稿依頼の方法（福岡卸センターの会員企業が順番に担当する）を見直し、グループ活動の一環と
して、全ての会員企業の皆様に原稿執筆の依頼をさせて頂くことと致しました。

組合活動のために組合が振り分けたグループ番号（1～5）の若い番号から五十音順に、担当月
（掲載月）の3ヶ月前を目安に会員企業へ原稿を
依頼させて頂きます。どうぞよろしくお願い致し
ます。

ご不明な点等がございましたら、事務局までご
連絡ください。

行事名

 法律相談

 理事会

 (協)オロシアムFUKUOKA 第4回通常総会

 法律相談

 理事会

日時

9・10月の主な組合行事予定

 10月 6日(火) 13：30～

 10月 9日(金)  9：30～

  9月 1日(火) 13：30～

  9月11日(金)  9：30～

  9月28日(月) 10：00～

グループ活動「今月の本棚」について

お問合せ先：協同組合オロシアムFUKUOKA

TEL：092-622-2711 FAX：092-622-2700

E-mail：oroshi@mocha.ocn.ne.jp
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