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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/ >

第30回フォトコンテスト 佳作
「幸せなカップル」

㈱イシカワ 板倉 沙織さん
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1. 開催日 10月15日(木) 2. 場 所 久山カントリー倶楽部 3. 参加者 13名 

 伝統あるオロシアムFUKUOKA流通研究会206回例会に参加

させていただき、優勝出来ましたことは、望外の喜びで

す。 

 これも素晴らしいパートナーのお陰と感謝しています。

八頭司会長の正確なドライバー…いつもフェアウェイをと

らえられます。津田会長は、女性にしては球が高く上りま

す。満山社長は、力強いスウィング素晴らしい勢いのある

球を打たれます。 

 私は、当日いつもよりアプローチとパターが良かったの

で、強運にも優勝出来たものと思われます。又、いつもお

世話いただく津田会長と村嶋様にもお礼申し上げます。当

日は、天候も素晴らしく秋晴れでした。環境も味方してく

れた優勝であったと思います。ありがとうございました。 

 去る11月8日(日)・9日(月)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、2021年ＦＦ 

20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 191店 売上金額 3,625万円 

（注）繊維メーカー卸売業者がお得意先・小売店向けに開催するイベントです 
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 【特別賞】 (敬称略) 



流通センター近郊特集 第3弾
以前、グルメ館でご紹介した「飲⾷店」をPICK UP !

洋⾵⾷堂 枝

麺屋 ⼆極

電話番号

所在地

営業時間

休 み

駐⾞場

電話番号

所在地

営業時間

休 み

駐⾞場

●⽇替ランチ 750円（税込） ●チキンカツランチ 750円（税込）
●枝ランチ（ハンバーグ・エビフライ・ベーコンエッグ） 1,100円 （税込）
●⼀⽇中ランチメニューを楽しめるオールタイムランチの店です。
●ほとんどのメニューはTAKE OUTできます。

●ラーメン 550円（税込） ●野菜たっぷりちゃんぽん 700円（税込）
●チャーハン 500円（税込） ●天津飯 500円（税込）
●その他、餃⼦・チャーハン・唐揚げを組み合わせたお得なセットメニュー有り。
※12⽉20⽇(⽇)をもって、移転されます。詳細は直接お問い合わせください。

092-260-7723
福岡市東区松島3-34-27

⽉∼⼟ 10:30∼21:30（L・O 21:00）

⽇曜⽇(祝祭⽇営業)

有／共⽤39台

092-624-1024
糟屋郡粕屋町内橋800-19

(⽉∼⾦)11:00∼15:00 17:30∼21:30

(⼟)11:00∼15:00

⽇・祝

有／3台

おすすめ
メニュー
※価格は税込

おすすめ
メニュー
※価格は税込

チキンカツランチ
750円（税込）

居⾷屋きねや 流通店

うどん定⾷・焼⾁ きねや 原⽥店

電話番号

所在地

● 忘新年会、⼤・⼩宴会予約承ります。

電話番号

所在地

営業時間

休 み

駐⾞場

キッチンカー始めました。

毎週⽕曜、⽊曜（11:30∼13:30）

㈱エヴァ様 駐⾞場（福岡市東区多の津4丁⽬6-1）

にてキッチンカー営業致しております。

092-938-3124
福岡県糟屋郡粕屋町内橋566-6

092-622-1098
福岡市東区原⽥1丁⽬24-37

11：00∼22：00 ＯＳ 21：30

年末 12/31∼1/2 3⽇間

有
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 さる11月13日(金)に開催された協同組合福岡卸センター理事会の席上、㈱商工組合中

央金庫（商工中金）様より当組合の設立50周年を記念して感謝状をいただきました。協

同組合福岡卸センターが50年の永きにわたり事業を継続できますのも、組合員の皆様の

ご理解と皆様のご協力によるものと、あらためて深く御礼申し上げます。 

Ⅰ.日 時 令和2年10月24日(土)  

            13：00～17：00 

Ⅱ.場 所 卸センター会館4階 第1展示室 

Ⅲ.講 師 ㈱クールブ 黒部裕子氏 

Ⅳ.参加者 16名 

＊ （一社）日本アパレル・ファッション産業協会 福岡支部では、パタンナーの方を対象に実技の習得向上を目指すセミナー   

  を年3回開催しています。 

＊ 新型コロナウイルス感染症対策を施した上で実施致しました。 

Ⅰ.日 時 令和2年11月7日(土) 

           13：00～17：00 

Ⅱ.場 所 卸センター会館4階 第1展示室 

Ⅲ.講 師 ㈱クールブ 黒部裕子氏 

Ⅳ.参加者 13名 

〇タイトスカートとのセットUP 

 のブルゾンジャケット 

○ラグラン袖のボリュームのあるデザイン 

 色々な素材に対応出来るデザイン 

 ドレーピング（立体裁断）についての感想 

・毎回難しいが平面での作図、トワル作製にも

 生かせる点が多く勉強になります。 

❦テーマ❦ 

 ドレーピング（立体裁断）についての感想 

・前回に引き続き、着地点まで辿り着き楽しか

 ったです。女性らしいシルエットと高級感が

 あるものを久しぶりにしました！！ 

〇ロング丈をセミロング丈に 

  ドレーピングし易い丈に変更 

○前身頃にひねりのある 

アシンメトリーのデザイン 

袖はゆったりとした一枚袖、スカートはバイヤス使い 

❦テーマ❦ 



 着物や帯には様々な文様が表現されています。 

その中に『吉祥文様』（きっしょうもんよう）という、｢おめでたいしるし｣という意味

を総称したものがあります。 

 今回は『吉祥文様』の中の一つ、『四君子文様』（しくんしもんよう）についてお伝

えします。『四君子文様』とは、梅・菊・蘭・竹の4つの植物を組み合わせた物です。

君子とは、古代の中国で｢徳が高い人格者で、清らかで高潔な優れた人｣のことを言いま

した。 

梅・菊・蘭・竹、それぞれが君子を思わせる 

佇まい・風格を持つことから、四君子という柄 

として好まれるようになったのです。 

それが中国から日本に伝わり、江戸時代には文人が好んだことで様々な物の絵柄に使わ

れるようになり、吉祥文様として扱われるようになりました。 

【蘭】 

ほのかな香りと気品のある花を咲かせ

ます。控えめに咲く姿が「善人蘭の如

し」と例えられます。 

【竹】 

一年を通して青々として曲がらずまっ

すぐに伸び、中が空洞になっているこ

とは、内に抱えている悪い気持ちがな

く裏表のないまっすぐな心を意味しま

す。 

 四君子文様は控えめに表現されるこ

とが多く、日本人の奥ゆかしさを象徴

する文様とも言われます。 

また、4種の花が春夏秋冬それぞれを象徴するとされ、1年を通して身につけることが出

来るのも好まれるポイントかもしれません。 

【梅】 

冬の厳しい寒さの中にありながら、他の花に先駆けて

春に咲く強い花です。高貴な香りも好まれています。 

松・竹と共に｢歳寒の三友｣として『松竹梅』の文様に

も使われます。 

【菊】 

長寿を象徴する代表的な植物です。 

肌寒さが増す秋に、美しく凛々しい花を咲かせます。 

桜と共に日本を代表する花です。 

出典：染織百趣 栗山 http://skuriyama.wp.xdomain.jp/ 
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 家族の心無い言葉に傷つき心を閉ざしながらも祖父母の無償

の愛で乗り越えていく涙なしでは読めない一冊です。 

紹介者： さん (㈱ネクスト) 

今月の本棚 

出版社：ブロンズ新社
著  者：鈴木のりたけ 

出版社：講談社
著  者：河合雅司

出版社：金の星社 
著  者：青木和雄/吉富多美 

行事名 日時 

法律相談 12月 1日(火) 13：00～ 

理事会 12月11日(金) 17：30～ 

流通センターまつり・ウィンター 12月13日(日) 8：00～15：00 

法律相談 1月 5日(火) 13：00～ 

賀詞交歓会 

理事会  1月 8日(金) 賀詞交歓会終了後 

1月 8日(金) 10：00～ 

 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、2021年1月24

日(日)を候補日に仲原Ｊボウル

〈福岡県糟屋郡粕屋町仲原

2706〉で開催予定です。 

 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！ 

 主人公ケチャップマンが仕事で自分が満足する幸福感を

えれず奮闘する絵本です。シュールですが幸せとは何かを

考えさせられます。 

紹介者： さん (㈱トライアルカンパニー) 

 人口減少時代の日本。その中でミニ東京と呼ばれ、人口が増

え続ける福岡。他地域と比べた、私達の住む街の特徴が見えて

きます。 

紹介者： さん (㈱西日本シティ銀行) 
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