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10 オロシアムFUKUOKAのホームページが

で見やすくなりました！
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1、開催日時 令和3年8月3日（火）9時～17時

2、場 所 卸会館3階第2・3会議室

3、参加者数 7社8名

新入社員ビジネスマナーフォローアップ研修会開催報告

参 加 者 感 想

株式会社 アイル・ジャパン 池田 広大
今回の研修を受講して良かったことは、他の企業の方の話を聞けたことです。前回の研修では、

多くの方が参加をしていたのと新型コロナの対策のため、人との会話が制限されていたのが残念
でした。
今回では、少ない人数ではありましたが、各企業の方とディスカッションすることが出来て良

かったと思いました。特に各企業の理念や行動指針を知るというのはこれからの仕事での取り組
みでも大切なことでしたので、私自身も会社の理念を知ることによって、今からの仕事にも意識
を持って取り組んでいけるのではないかと思いました。

株式会社 立花マテリアル 碓井 雄大
日頃、なかなか同世代、まして新入社員同士でお互いの悩みを相談し合うなどの意見交換の場

がなかったので、とても良い経験となりました。
話し方や名刺交換のやり方などのマナー講座は、大変参考になりました。また、グループワー

クも自分とは違った視点からの意見を聞くことができ、良い刺激になりました。
前回は参加できなかったので、今回参加させていただけて非常にありがたかったです。
また、このような機会がありましたら、是非参加したいと思います。今回の研修を活かして、

これから頑張っていきたいと思います。

講 師 所 感

一般社団法人日本経営協会講師 舩木孝子氏
４月の新入社員研修に続きまして、フォロー研修のご依頼を頂きまして有り難うございました。
８名参加という小人数での開催となりました。コロナ対策を万全に施された会場は大変広く、

受講者も会場の広さに緊張と若干の羞恥心が見受けられました。午前中は入社してからの仕事を
振り返り、自分の成長を感じたり、仕事や社会人としてのこれからの自分の糧に繋がる会社の理
念や、指針を掘り下げて頂きました。他社の方と意見交換することは大変貴重な機会になったこ
とと思われます。
終日、グループ内での意見交換を取り入れながら研修を進めていきました。コミュニケーショ

ン能力を強化させるためにグループメンバーやグループリーダーを適宜交替しながら進めていき
ました。意見交換では、感想や質問を積極的にとっていただくよう指示をだしましたが、最初は
様子見の雰囲気もあり大人しかったですが、徐々に場を盛り上げる役目の参加者が現れて工夫を
しながら進めていただきました。
「報告・連絡・相談」は、事例研究を通して実際の自分自身の仕事の進め方を振り返りながら

進めていました。ビジネスマナーでは、新入社員研修を受講していない２名の方がいたため、そ
の他の方に教えて頂くようにしました。理解していないとアウトプットすることは出来ないこと
を実感したようで、グループで話し合いながら教えていました。
コミュニケーションでは、ビジネスを行う上で必須であることと理解が深まったと思います。

これからの自分自身の目標をお互いに発表して頂きました。
今回の参加者は、全体的に素直な印象を受けました。自分で言葉遣いを勉強している参加者も

いて、苦手分野を克服しようと努力している姿は他の受講者の刺激になったことと考えます。と
にかく積極的にトライして慣れて行くことが大切だということをしっかりと認識いただいたと感
じました。この姿勢を今後のビジネスで貫き通されることで、益々の成長が期待できると考えま
す。
研修開催と研修受講の機会を得られたことに対する感謝を職場の皆様へ表現なさることが大事

とお伝えしております。
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第40回福岡流通センターまつり

◆ 令和3年11月21日（日曜日） 雨天決行 販売・開催時間 8：30～15：30

◆ 会場内交通規制（車両通行止め）8：00～16：00

地域の皆さまへ日頃の感謝を込めて、「福岡流通センターまつり」も、今年で40回目を迎

えます。卸センター地区にワゴンセール会場を設け、衣料品、寝具、雑貨、食品、靴やインテ

リアなど多くの商品をお値打ち価格で提供いたします。

新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、入場ゲート8ヶ所を設置する予定です。入

場にあたっては、①マスクの着用、②検温、③手指の消毒等にご協力ください。また、ワゴン

セール会場内では食べ歩き禁止とさせていただきます。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大により中止となる場合がございますので、予めご了承

ください。
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街づくり研究会・第１回本委員会開催

全国卸商業団地協同組合連合会による助成金制度を活用して「福岡流通センターの機能活性

化に向けた街づくり構想策定」に取り組むため、９月２日（金）午後１時３０分よりアクロス

福岡の会議室において、街づくり研究会第

１回本会議を開催しました。

これより来年２月までの間、当地の立地

などの潜在的な価値を最大限に引き出す方

策を調査・研究、聖域を設けず検討するこ

とで、理想的な街づくり構想の策定を目指

します。



応 募 作 品数 119作品

応 募 企 業数 9社

応 募 人 数 104名

第17回川柳コンテスト結果発表

109 ㈱百田工務店
松谷 雅弘さま

111 ㈱イシカワ
松崎 晃憲さま

佳
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最 終 選 考 作 品

過去の入賞作品はオロシアムFUKUOKAのホームページにてご覧いただけます。
(協)オロシアムFUKUOKA URL：https://www.foc.or.jp/

≪敬称略≫

110  日の丸の  想いを背負い 己勝つ         ㈱イシカワ       松崎晃憲 

112  はあーうまい  マスクはずして 生ビール    フォーサイト㈱   松尾徹 

114  無観客 声援届け 画面越し        ㈱スギヤマ       田中芙弥 

15  いつになる？ 故 郷
ふるさと

想い 盆がくる        NCY㈱       佐藤竜祐 

6  変顔で 画面が固まり 照れワーク        フォーサイト㈱   松尾惇也 

85   焼けた肌 三年間に 勲章を        博多女子高等学校    内田こころ 

60  ママとパパ コロナじゃなくても ディスタンス  博多女子高等学校   田中あや香 

107  五輪の夏 違う意味での 熱中ショー      ㈱百田工務店   松谷雅弘 

116  金メダル 推しの笑顔で 涙する            ㈱スギヤマ       田中芙弥 

29   コロナさん あなたが活動 自粛して      博多女子高等学校   中西美羽 

53   オンライン 頭はいつでも オフライン      博多女子高等学校   福澤花奈 

3  騙された マスクのせいだ 美人どこ          ㈱釣王       谷山リカ 

17   マスク越し 目だけで汲み取る 心の声      博多女子高等学校   長間愛 

8  匿名で 誹謗中傷 病む心              フォーサイト㈱   松尾惇也 

77   庭のセミ 私を起こす 朝 6時          博多女子高等学校   曽根﨑淳美 

81   このお菓子 可愛いふりして 高カロリー       博多女子高等学校   西川美朝 

44   入学し よし頑張るぞ リモートだ        博多女子高等学校   中嶋菜々美 

79  恋しいと 伝えたあなたは 画面越し      博多女子高等学校   松山一花 

119  エコバッグ 忘れて悔しい 袋 3円              博多女子高等学校   白石田珠 

1  強くなる 次会える日を 楽しみに              ㈱釣王         谷山リカ 

62   部屋掃除 出てきたむかしの 黒歴史      博多女子高等学校   木村朱里 

118  無観客 快音響く スタジアム              博多女子高等学校   木村紗苗 

11  イヤホンの だだ漏れバス 中
じゅう

 うっせいわ！     ㈱ベック       釜堀市朗 

63  テスト中 最後 5分は 全集中              博多女子高等学校   トンプソン綸 

78  タイマーで 風が止まって 起きる夏      博多女子高等学校   橋本鈴鹿 

47  ふくれたね 心に刺さる 友の声              博多女子高等学校   祝原百花 

115 マスク越し  笑顔でいても 気づかれず      ㈱スギヤマ       田中芙弥 

50  平日の 通勤ラッシュ 密じゃんか              博多女子高等学校   勝本莉沙 

89  先見えぬ 未来に夢を 描いてく                 博多女子高等学校   石丸綾乃 

54  金
かね

なくて 向かった先は おばあちゃん家      博多女子高等学校   大下加鈴 



JOY FOOD ☎ 080-6458-6392

2

3

4

当店では、今まで韓国料理に興味がなかったお客様にも気軽に召し上がっていただ

けるように日本で食べるお弁当と同じ金額帯で販売しています。また、お弁当だけで

なく、今人気の韓国チキンや屋台メニュー、なかなか日本で食べることができなかっ

たメニューも韓国本場のオリジナルレシピで作っていますので旅行に行けない今、少

しでも当店で韓国気分を楽しんでいただけたら嬉しいです。

・キンパ（オリジナル）480円 ・韓国満喫弁当480円

・スンドゥブ980円

・ダッカンジョン5個300円 12個700円

・スペシャルオードブル2～3人前2,480円 3～4人前3,980円

おすすめメニューとお値段(税込み）

↑ 店内
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（株）アビオス
田中良彦

Tanaka Yoshihiko『パラリンピックをみての感想』

パラリンピックは単純に競技として観戦して面白いしパラアスリ

ートたちの見えない努力が容易に想像できて観戦してるだけで自然

と涙が出てくるほど感動をおぼえます。それは同情とかとは全く違

う次元のもので彼等の戦っている姿、記録に挑んでいる姿に胸が熱

くなって夢中で応援しています。当組合の研修会でも過去にパラリ

ンピアンであるゴールボールの浦田理恵さん、今回見事に金メダル

を獲得したマラソンの道下美里選手などにご講演頂いたことも大い

に関係しているかもしれません。

さてコロナ渦の中、今回は一年の延長期間を経て更に無観客とい

う異例の大会、様々な外部からの声、オリンピック開催肯定派であ

った私でさえ命と比較をされたりするとたじろぐ気持ちにもなった

時もありました。

選手であればなおさらであったことと思います。選手達のインタ

ビューを聴いていても非常にその葛藤が伝わってきましたし辛かっ

たであろうと同情もしました。

しかし間違いなく言えるのはあなた方の下した決断は正しか

った。テレビを通してあなた方の躍動する姿は我々の心に届い

たし勇気を与えてくれました。

それはテレビの前で見ていた障害を持った方々だったかもし

れないし子供たちであったかもしれない、あるいはコロナと戦

っている人だったかもしれないし仕事が苦戦を強いられてる人

だったかもしれません、様々な多くの人々に勇気と感動を与え

てくれました。本当にありがとうございました。

個人的には急遽決まった橋本聖子JOC会長の挨拶もすごく感動しました。

「皆さんの圧倒的なパフォーマンスに心が震えました。確固た

る信念と強い覚悟という土台の上に幾重にも努力を積み重ね、

決して自らの限界を作らない姿を見ました。皆さんが歩んでき

た長く険しい道はまっすぐにそして重く私たちの心を揺さぶり

ました。」と感服の念を届けさらに「パラリンピアンの躍動は

私たちに届けられたメッセージです。その姿に多くの人がここ

から何かを始めようと思いました。私たちはたくさんの気づき

と、自らを見つめ未来を創造する力をいただきました。変化は

気づきから始まります。互いの違いを認め支えあい、いかなる差別も障壁もない多様性と調和が実

現した未来を必ずつくる。この決意が社会の変革となることを誓い私たちはさらに歩みを進めま

す。」と不屈の選手たちを前に約束しました。 以上記事抜粋

総理大臣になるなら応援するけどなあ・・・笑

（１部の写真は GOOGLE ニュースより引用）
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GTDの基本原則を学び人生
を豊かにしませんか？

毎日の膨大な仕事や情報
を整理し、積極的に生活を
コントロールしましょう。

紹介者：中原 均さん (㈲フィンテック)

ご自身の消費行動を客観
的に見られたことはありま
すでしょうか？この本は心
の動きと経済学をわかりや
すく教えてくれる1冊です。

紹介者：下村 舞さん (㈱ラック)

知識ゼロでも今すぐ使える！

行動経済学 見るだけノート

出版社：宝島社
著 者 : 真壁昭夫

紹介者：鈴木 弘文さん (㈱アルシュ)

コーヒーが冷めないうちに

変える事の出来ない過去、
コーヒーの冷めない内に…。

数々の条件があっても、
過去に戻って会いたい人が
いますか？オムニバス形式
の四回泣けるお話し。

今月の本棚

著者はライフネット生命
共同創業者の岩瀬氏。「若
いうちの仕事は50点でいい
から早く」等、自らの経験
をもとに書かれた1冊です。

紹介者：萬福 晃卓さん (㈱百田工務店)

入社1年目の教科書

読書が苦手な人でも読み
やすく、元気が出るオスス
メの1冊です。組織の長とし
て、社会人として大切にし
たい心の持ち方が為になり
ます。

紹介者：川井田 伸司さん (㈱リバーシーン物流)

田名角栄100の言葉
～日本人に贈る人生と仕事の心得～

はじめてのGTD
ストレスフリーの整理術

出版社：サンマーク出版
著 者：川口俊和

出版社：ダイヤモンド社
著 者 : 岩瀬大輔

出版社：宝島社
編 集：別冊宝島編集部

行事名

 法律相談

 理事会

 法律相談

 理事会

 第40回

 福岡流通センターまつり

 10月 5日（火）13：00～

 10月 8日（金） 9：30～

 11月12日（金） 9：30～

 11月 2日（火）13：00～

日時

 11月21日 (日)

 開催・販売時間8：30～15：30

10・11月の主な組合行事予定 第33回フォトコンテスト
テ ー マ

提出方法

対象 者

表 彰

締 切

【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

フリー

①所属先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）または写真をご提

出ください。

応募点数は1名5点まで。

メールアドレス：oroshi@mocha.ocn.ne.jp

会員企業従業員（その家族含む）及び関係者

九州産業大学生（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）、福岡女子大学生

※賞金の受け取りに事務局へ来局が可能な方に限

らせて頂きます。

最優秀賞（1点） 20,000円の商品券ほか

令和3年10月25日（月）まで

※ご応募の際の注意事項は当組合ホームページをご参照ください。

「今月の本棚」では、オロシアムFUKUOKA会員の皆様へご寄稿をお願いしております。

事務局より依頼の際は、是非、おすすめの書籍をご紹介ください。

出版社：二見書房
著 者：デビット・アレン
監 訳：田口元


