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で見やすくなりました！
< URL → https：//www.foc.or.jp/ >



第43回オロシアムFUKUOKA企業対抗ソフトボール大会のご案内

(協)福岡卸センター 令和3年度 正副ブロック長のお知らせ

新型コロナウイルス感染症対策を講じて、企業対抗ソフトボール大会を4月25日(日)に雁の巣

レクリエーションセンター〔東区大字奈多〕で開催いたします。
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㈱イデックスリテール福岡 カーケアショップ流通センターSS
ガソリンスタンドセルフ化工事について

組合せ抽選会及びルール説明会
▶ 日 時 2021年4月13日(火) 13時30分～

▶ 場 所 卸センター会館3階第2会議室

▶ お願い 当日は『案内文書一式』をご持参下さい

会社名 役職 氏名 会社名 役職 氏名

A NCY㈱ 多宝 美鈴 ㈱ヒデトレーディング 社　　長 鈴木 哲也

B 小竹正㈱ 係　　長 村山 美紀 ㈱カイタックホールディングス 支店長 小川 正道

C ㈱百田工務店 管理室室長 鶴嶋 康行 ㈱タムラ 社　　長 田村 康宏

D ㈱アビオス 社　　長 田中 良彦 ㈱ケイ・エス・デー 社　　長 山部 賢治

E 音伍繊維工業㈱ ㈱スギヤマ 総務経理課長 力竹 寛徳

ブロック長 副ブロック長

4月17日(土)～4月21日(水) 5日間終日

トラック給油専用レーンを設置

（4t以上の大型車両に限る）

※大型車両以外の給油については、セルフ給油になります

セルフ給油については、上記組合価格より△1円

〒811-2308 福岡県粕屋郡粕屋町内橋597-6

TEL：092-621-5765

休 業 予 定 日

変 更 内 容

燃 料 油 価 格

所 在 地

●

●

●

●



流通センターまつり・春のご案内
当組合では、地域の皆様への日頃からの感謝の気持ちを伝えるべく、昨年12月に続いての開

催ですが、まつりを行うには春が好ましくこの時期の開催定着を目指したいとの判断から5月

16日（日）に『流通センターまつり・春』を開催致します。

まつり当日は、出店企業数を限定し、アウトレットワゴンセールの実施を予定しています

（無料シャトルバスの運行、舞台イベントはございません）。

●開催日

5月16日（日）
開催・販売時間

8：00～15：00

●会 場

福岡卸センター内

［福岡市東区多の津］

●駐車場

九州団地倉庫駐車場

福岡卸センター第2駐車場

無料（7:30～利用可） ※会場内車両通行止め
※雨天決行・荒天その他諸事情により中止する場合がございます

オロシアムFUKUOKAメールアドレスoroshi@mocha.ocn.ne.jpへご応募下さい！
応募資格：会員企業従業員（その家族を含む）、関係者、及び九州産業大学（芸術学部、写真部、九州産業大学造形大学部の方

はご遠慮ください）、福岡女子大学生
提出方法：①所属先名②氏名③タイトル（全角10文字以内）を記入の上、データ（メール可：件名「フォトコンテスト応募」）又は写真

を提出、1名5点まで

★会員企業の皆様は「コンテスト審査員の登録」にご協力お願いします。★
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３ステップ！スマホで応募

①ＱＲ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



株式会社明石スクールユニフォームカンパニー
竹下

Takeshita『ふるさと自慢』

私の故郷は、炭鉱の町として知られる福岡県大牟田市です。

小学生の頃は、近くのお寺で炭坑節♪のメロディーに合わせ

て盆踊りをしていました。故郷の懐かしい思い出です。ここ

で炭鉱についての豆知識をお伝えします。炭鉱とは、石炭を

採掘するための鉱山のことであり、その歴史は古く、江戸時

代から石炭の採掘が行われてきました。1889年に三井財閥に

官営事業が払下げられてからは、三井三池炭鉱の発展ととも

に市も歩んできました。日本の近代化を支える存在として活

躍してきた三池炭坑は1997年3月30日にその役目を終え、閉山しました。2015年に世界文化遺産と

しての登録が決定した「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の23構成資産の

中に三池炭鉱宮原（みやのはら）坑・万田（まんだ）坑や三池炭鉱専用鉄道敷跡が含まれていま

す。

話は変わって、大牟田市の三池山の麓に存する普光寺には、

臥龍梅（がりゅうばい）と呼ばれる、まるで地を這う龍のよ

うな姿の八重咲の紅梅があり、その樹齢は450年以上といわ

れています。臥龍梅は、福岡県の天然記念物にも指定されて

います。開花時期は、2月下旬～3月初旬が見頃です。都会の

雑踏を離れ、梅の開花を見て耽るのもいい休日の過ごし方で

はないでしょうか。

ここで私が生まれ育った大牟田の味を紹介いたします。

通称、高専ダゴと言われるお好み焼き屋さんで大牟田や荒尾

に高専ダゴのお店が数店あります。私が初めてそのお好み焼

きと出会ったのは、幼いころ、従兄に連れられて行った高専

ダゴの「新みつや荒尾本店」です。大人になった今でも、その

味（シンプルだけど飽きない。秘伝のタレも絶妙）とボリュ

ームの虜となっています。お薦めはスペシャルというメニュ

ーで3人前に相当する鉄板一面のお好み焼きは圧巻です。価格

もリーズナブルで1,680円という値段で食べられます。店名の

由来は、有明高専（有明工業高等専門学校）の近くで食堂を営んでいた内田のおばあちゃんが学

校内に食堂が出来たことを機に試行錯誤を経て現在のお好み焼き屋を開いたからだそうです。

大牟田市には、まだまだ、紹介しきれない魅力がたくさんあります。大蛇山で有名な夏祭りや

隣町の荒尾市にあるグリーンランドなどなど。福岡市から車で約１時間、そう遠くもない大牟田

市に訪れてみてはいかがでしょうか。
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「オロシアムFUKUOKA流通研究会」ご入会へのお誘い

さて、当部会は会員相互の親睦と意思の疎通を図り、組合活動の活発化と円滑なる遂行に資

することを目的として、オロシアムFUKUOKAに所属する組合員及び関係機関に参加を呼びかけ

ており、現在は、26社の会員で年4回の例会を開催し活動しております。令和3年度も4回の例

会開催を予定しております。

・第208回例会 4月15日（木） 古賀ゴルフクラブ

・第209回例会 7月15日（木） 芥屋ゴルフクラブ

・第210回例会10月14日（木） 久山カントリークラブ

・第211回例会12月 9日（木） ～10日（金）

ザ・クラシックゴルフ俱楽部 宿泊…楠水閣

会員企業の方々の異業種間での交流が広がり、プレーの際にも笑顔が絶えない懇親の場となっ

ております。また、プレー後の表彰式も楽しく盛り上がっていただけていますので、是非、ご

入会を賜りますようよろしくお願い申し上げます。ご入会につきまして、入会金はございませ

ん。年会費は10,000円、例会費は1回につき1名3,000円でございます。なお、詳細につきまし

てはオロシアムFUKUOKA事務局山中まで、お気軽にお問合せください。皆様からのご入会のお

申込み、お問合せを心よりお待ち申し上げております。
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オロシアムFUKUOKA流通研究会

部会長 津田 征子

華道教室のご案内

日 時：水曜日 18：00より 月3回

入会金：なし

月 謝：4,000円 （花代1回1,300円）

場 所：東区多の津1-7-1 卸センター会館

講 師：千家古儀 吉村まり子（麻秀）

経 歴：師範 市や他地区での華展に出品

連絡先：090-9606-7866

受講時に用意するもの：教室にて準備

華 道 教 室

生のお花に触れ、

季節を感じながら、お花を

楽しく活けています



ご存知ですか？ 電子図書館のご紹介

【福岡市電子図書館】

3月3日から福岡市電子図書館では、インターネットを通じて、お持ちのスマートフォンや

タブレット、パソコン等から電子書籍を無料で借りて読むことができます。忙しくて図書館

に行けない方、図書館が遠い方、そんな方も手軽にご利用いただけます。

●利用できる方

・市内在住、または市内に通勤・通学している人で、有効期限内の

「福岡市総合図書館貸出カード」を持っている人。ただし、市内

に通勤・通学している人が電子図書館を利用するには、福岡市総

合図書館や各分館、アミカス図書室で手続きが必要です。また、

「福岡市総合図書館貸出カード」を持っていない人、もしくは有

効期限が切れている人は、福岡市総合図書館や各分館、アミカス

図書室にて登録・更新等の手続きを行ってください。

●通信料等について

・電子書籍のご利用にはインターネット環境が必要で、インターネット接続にかかる通信

料は利用者負担となります。

・電子書籍をダウンロードしてオフラインで読むことはできません。

・従量課金ではないインターネット接続やWi-Fi環境での利用をお勧めします。

【福岡県立図書館 電子書籍閲覧サービス】

昨年10月15日から、福岡県立図書館では電子書籍閲覧サービス

「KinoDen」が導入されました。

図書館のホームページで、利用者カードを使ってパスワードを設

定し、電子図書館にアクセスすれば、パソコンやスマートフォン

などでご利用いただけます。今まで貸し出されていなかった辞書

類や医学書などの専門書も閲覧が可能です。

いつでも、どこでも ハイブリッドな図書館を楽しんでみてはいか

がでしょうか。

引用元：福岡市総合図書館 https://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/
福岡市電子図書館 https://www.d-library.jp/fukuoka/g0108/guide/

引用元：福岡県立図書館 https://www2.lib.pref.fukuoka.jp/?page_id=398
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経費削減
をしたい

福利厚生
を充実したい

ビジネス
を広げたい
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なんだかしっくりこない

服やメイクってありません

か？しっくりこない原因と

改善策が見つかり、「似合

う」を探せる一冊です。

紹介者：大穗 彩さん (㈱小山千緑園)

骨格診断×パーソナルカラー
本当に似合う服に出会える魔法のルール

繰り返し読んでいます。

不安や恐れ等が生じる心の

仕組みや潜在意識について、

自身の実体験を基にわかり

易く解説されています。

紹介者：野田 和孝さん （筑前 流通ベース店)

中村天風 成功哲学三部作

紹介者：藤田 明梨さん (㈱スウィング)

愛情生活

このコロナ禍で沈みがち

な気持ちを、「人間自然

体」でという原点を思い起

させ、心が軽くなり元気を

取り戻させてくれる一冊で

は！？

紹介者：別府 憲和さん (小竹正㈱)

樹木希林 120の遺言
死ぬときぐらい好きにさせてよ

センチメンタルでドラマ

ティックな2人の生活を赤

裸々に綴ったエッセイ集。

夫への愛情と感性の豊かさ

を感じられる素晴らしい1冊

です。

出版社 ：作品社
著 者：荒木陽子

出版社：西東社
著 者：二神弓子

出版社：宝島社
著 者：樹木希林

4・5月の主な組合行事予定

今月の本棚

(協)福岡卸センター

第51回通常総会のご案内

出版社：日本経営合理化協会出版局
著 者：中村天風

行事名

 新入社員オリエンテーション

 法律相談

 理事会

 企業対抗ソフトボール大会

 理事会

 法律相談

日時

  5月11日(火) 13：00～

 流通センターまつり・春
  5月16日(日)
開催・販売時間8：00～15：00

  4月25日(日)  8：30～

  5月10日(月)  9：30～

　4月 5日(月)  9：00～

  4月 6日(火) 13：00～

  4月 9日(金)  9：30～

 新入社員ビジネスマナー研修

  4月 1日(木) 13：30～

  4月 2日(木)  9：00～ (協)福岡卸センターは、5月28

日(金)10時00分より第51回通常総

会を開催いたします。ぜひご出席

くださいますよう宜しくお願い申

し上げます。


