
第29回フォトコンテスト 最優秀賞
「有明海の夜明け 青い時間」
㈱コスモ綜合印刷 山内 義記さん
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2 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/ >



賀詞交歓会
協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡは、1月10日(金)11時より卸センター会館にて、会員企業

から81名の方にご参加頂き、賀詞交歓会を開催致しました。

開催にあたり、協同組合福岡卸センター 百田理事長と協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ 金

古理事長から年頭のご挨拶を頂戴致しました。また、2020年キャンペーンテーマ最優秀賞の表彰

式も行われ、終始和やかな雰囲気に包まれ大盛況のうちに幕を閉じました。

年始のご多用のなか、大勢の皆様にお越し頂きましたこと改めて御礼申し上げます。
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「知っておきたい資産形成年金セミナー」開催報告

研修委員会では、去る12月5日に、同一の内容にて午

前・夕方の2回に分けて資産形成年金セミナーを開催いた

しました。

今後の生活に深く関わってくる内容で、年金制度の概

要・意外と気づかない税金の正体・お金の上手な増やし

方（NISA・iDeCo）等の説明を聞かれていました。

● 日 程 令和元年12月5日(木) ①10：00～ ②18：00～

● 会 場 卸センター会館 第3会議室

● テーマ 「知っておきたい資産形成年金セミナー」

～2,000万円問題 老後の生活～

● 講 師 ㈱西日本シティ銀行 営業企画部 井上祥子氏

● 参加者 20社43名

参加者の感想（印象に残った言葉）

・考えていたので、詳しく聞くことができてよかった。

・長い時間をかけてコツコツ増やす。

・資産形成の大切さがわかりました。



佳 作

応募作品数 137作品

応募企業数 18社

応 募 人 数 36名

最 終 選 考 作 品

134「朝陽」
ナツアキ㈱ 平野 さゆりさん

優秀賞最優秀賞

18「有明海の夜明け 青い時間」
㈱コスモ綜合印刷 山内 義記さん

68「自然がくれたクリスマスツリー」
㈱イシカワ 菊地 高夫さん

31「鏡餅？」
㈱トライアルカンパニー 井上 祐貴さん

16「秋桜」
㈱ヒデトレーディング 大野 遥さん
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作品はホームページをご覧下さい。
(協)オロシアムFUKUOKA URL : https://foc.or.jp

19 夏空 福岡市早良区 ㈱コスモ綜合印刷 山内 義記 52 祈り コンフォート㈱ 岩下 夕介

17 キャナルシティの夜 ㈱コスモ綜合印刷 山内 義記 85 美しい綿毛 ㈱イシカワ 蒔田 実穂

133 夕陽に照らされて ナツアキ㈱ 平野 さゆり 131 おいしい思い出 福岡女子大学 北茉 優花

42 宇宙と地球 ㈱カイタックファミリー橋口 陽美 40 初めて見たﾚﾝｽﾞ雲 ㈱カイタックファミリー橋口 義美

14 青海島 ㈱ヒデトレーディング 大野 遥 5 何事も前向きに！ フジメン㈱ 原田 里菜

96 阿寒の朝焼け ㈱スウィング 釜堀 市朗 69 大迫力の夕焼け ㈱イシカワ 菊地 高夫

29 桜と新緑 ㈱トライアルカンパニー井上 祐貴 63 港町オンフルール ㈱イシカワ 菊地 富士子

37 願い フォーサイト㈱ 松尾 惇也 117 夕凪 ㈱カイタックファミリー杉岡 達也

89 八甲田山の壮大な樹氷 ㈱イシカワ 谷中 照明 12 令和の花火 ㈱ヒデトレーディング 大野 遥

22 うちのじいちゃん ㈱イシカワ 杉尾 哲孝 23 早朝の秋桜 ㈱立花マテリアル 豊田 明男

60 太陽の凄さ ㈱イシカワ 菊地 儀和 33 赤富士 ㈱トライアルカンパニー井上 祐貴

28 目線の先には何が・・ ㈱百田工務店 松谷 雅弘 135 青空に輝く ナツアキ㈱ 平野 さゆり

50 調和 ワーゲン㈱ 川嶋 ルミ子



電子レジスターやPOSシステム、ポイントカードなどの機

器を小売店や飲食店に販売しております。修理や保守も

きめ細かく行っておりますので、安心してご用命ください。

協同組合 オロシアムFUKUOKA おふぃす通信

株式会社五栄ビジネス・エージェント

セルコム株式会社

独自の技術で痛みを和らげる低周波治療器「トップ

ラー」、国内初のウォーターベッド型マッサージ治療

器「アクアラックス」を中心に、医療機器の製造開発、

販売をしております。
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● 代 表 者 名 ： 松田豊偉地

● 本社所在地 ： 福岡市東区多の津3丁目8-31

● T E L ： 092-292-1050
● F A X ： 092-292-1051

● ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ(info) ： info@goei-b.jp

● ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ ： http://www.goei-b.jp

● 所属ｸ ﾞﾙｰﾌ ﾟ ： 4

● 代 表 者 名 ： 西田重和
● 本社所在地 ： 福岡市東区多の津1-4-6
● T E L ： 092-612-7101

● F A X ： 092-612-7102
● ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ(info) ： info@celcom.jp
● ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ ： http://www.celcom.jp/

● 取 扱 商 品 ： ウォーターベッド型マッサージ器、

低周波治療器
● 所属ｸ ﾞﾙｰﾌ ﾟ ： 4



オロシアムFUKUOKA流通研究会“第203回例会”

優勝は、丸松セム㈱ 会長 八頭司 正典 氏

1.開催日 12月11日（水）

2.場 所 古賀ゴルフクラブ

3.参加者 16名

【個人成績表】 （敬称略）

【特別賞】

203回流通研究会。これだけの歴史と伝統の会と

して続いていますのは、第一に津田会長の多大な

御尽力、そしてお人柄のお陰です。村嶋専務理事

にも永年に亘り、お世話に成って居ります。何よ

り御参加頂く共同事業取引企業の皆様、組合員企

業の皆様の御協力の賜物です。

図らずも優勝出来ましたのは、良き師、田中プ

ロ（㈱アビオス所属）の御指導と、ジェントルマ

ンで明るく楽しい㈱大高工務店田中社長、㈱エ

ヴァ山野取締役と一緒だった事と、運です（ハン

ディ30）。有難う御座いました。

OUT IN GROSS H・D NET

優　勝 八頭司 正典 52 55 107 30.0 77.0

準優勝 瀬藤 和広 52 52 104 26.4 77.6

第3位 田中 良彦 40 43 83 7.2 75.8

第4位 池田 喜成 57 55 112 33.6 78.4

第5位 田村 康宏 52 59 111 32.4 78.6

順　位 氏　名
ス　　　コ　　　ア

順　位 団体名 参加者名

八頭司  八頭司 正典　田中 道佳

チーム  田中 良彦　山野 将由

池田  池田 喜成　友永 勝三

チーム  田村 康宏　日野 和徳

津田  津田 征子　荒牧 幹治

チーム  瀬藤 和広　石松 龍一

満山  満山 正明　樽井 敬三

チーム  梶木 政伸　大森 伸一

優　勝

準優勝

第3位

第4位

ドラコン賞 田中 良彦(2)

ニアピン賞 田村 康宏

ベストグロス賞 田中 良彦

【団体賞】

●テ ー マ： フリー

●提出方法：メールまたはＦＡＸにて1名3点まで［前回の応募総数179作品］

①企業名 ②氏名 ③作品 をご記入の上、事務局にご提出下さい。

メールアドレス：oroshi@mocha.ocn.ne.jp FAX：092-622-2700

審査の際、ホームページへの掲載は先着順となります。

●対 象 者： 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〉）

博多女子高等学校のみなさん

賞金の受取りに事務局へ来局可能な方に限らせて頂きます。

●締 切：令和2年2月25日(木)

●表 彰：最優秀賞 20,000円 優秀賞 10,000円 佳作 5,000円 最終選考作品 1,000円

第14回川柳コンテストのご案内

みんなで
５・７・５
応募しよう
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・ブラウジングのシルエットの出しかたや衿のタックなどいろいろ知れておもしろかったです。

・いつもたのしみにしてます。ありがとうございます。

Ⅰ. 日 時 令和元年12月14日(土) 9：00～17：00

Ⅱ. 場 所 卸センター会館 第2会議室

Ⅲ. 講 師 ㈱クールブ 黒部裕子氏

Ⅳ. 参加者 14名

黒部裕子氏による“第3回モデリストフォーラム”
（一社）日本アパレル・ファッション
産業協会福岡支部

受講者の声

❦テーマ❦

2019 秋冬コレクションから

イザベルマランのビッグスリーブのワンピース
〇前スカートにドレープ入りのドレス

〇袖下がドルマン雰囲気で袖山に身頃から繋がる様な

ギャザー入りのビッグスリーブ

〇前スカートはタックドレープで巻きスカート風にして

フィット感を出してエレガントに表現

＊（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を中心

としたセミナーを年3回開催して

おります。

「オロシアム社員交流会」のご案内

福岡流通センター地域活性化部会主催の「オロシアム社員交流会」を2月21日(金)に開催

いたします。『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

テーマに様々な企画を計画していますので、たくさんのご参加をお待ちしております。

✦ 日 時 2月21日(金) 受付開始19時00分～ 開宴19時30分～

✦ 会 場 アンダースピン（卓球＆ダイニングバー）

福岡市博多区中洲3-7-24 ｇａｔｅ’s 8F

✦ 会 費 男性女性共 お一人様2,000円

✦ 対 象 福岡流通センターに関わりのある皆様

✦ お問合せ 福岡流通センター地域活性化部会

(協)福岡卸センター TEL：092-622-2711

小売部会“流通センターまつりmini”について
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株式会社アビオス
田中 良彦

Tanaka Yoshihiko

ラグビーの魅力
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2019年11月、日本に空前のラグビーブームを巻き起こして閉幕したラグビーW杯、今年に

なってもその人気を維持したまま高校、大学、社会人各試合の観客動員数は次々と過去最高

を塗り替えました。

日本人の心を何故ここまでわしづかみにすることができたのか？そのラグビーの魅力につ

いて書いてみたいと思います。

1番目、何と言ってもゲームのスピード感と大男たちが激しくコンタクトしあうその迫力

だと思います。蹴ってよし投げてよし、手も足も使ってよいし相手とぶつかり合いタックル

しても良いなど非常に自由であり球技と格闘技の要素を含んだ競技であることです。ルール

がわかりにくいといった声も今回は関係者がかなりわかりやすく解説しましたね。

2番目は多様性のスポーツだということ。誰もが活躍の場があります。大柄な選手もいれ

ば小柄で俊敏な選手もいてそれぞれに役割がありその体格や個性を生かす10個のポジション

が用意されていて15人でチームを作ります。15人対15人という最も大人数で行う競技のため

組織力が重要で戦術や規律が非常に重視されます。個人プレーや反則するとチーム全体が一

気にピンチになりますのでチームとしては特に嫌います。日本に限らず代表チームは外国人

も大勢いて文化の違う国の集まりですからお互いを認め理解し合うことが不可欠です。日本

チームの主将リーチマイケル選手は提案して選手スタッフ全員で国歌「君が代」に出てくる

さざれ石を見学に行き「さざれ石の巌となりて」「小さな石が集まって大きな岩となるよう

に」結束し、協力しあい団結しよう！「ONETEAM」の思いを強くさせたそうです。

3番目はその精神性です（品位、情熱、結束、規律、尊重）ラグビー憲章と呼ばれる五つ

のエッセンスがあります。どの言葉も一様に日本人が好きな言葉ですよね。相手チームが

ゴールキックを狙うときは邪魔にならぬよう観客もシーンとなります。敵チームでも素晴ら

しいプレーには称賛の拍手を送ります。試合を裁くレフリーの判断には一切文句を言わない

潔さ、そして皆さんご存知のノーサイドの精神！試合が終われば敵味方関係なく互いの健闘

を称えあい肩を抱き合う胸の熱くなるシーンです。今回は大会期間中に大型台風到来で初め

て試合が中止になりました。その国の選手が被災地でボランティア活動している様子などが

とりあげられ、思いやりや絆といったその精神性の部分が大いにメディアやSNS等で発信さ

れ日本人の心をとらえました。又日本開催ならではの各地での外国のチームにたいするおも

てなしの精神などは逆に世界を感動させたようです。

色々書きましたが最後に何と言っても日本代表が強かったことですよね！アイルランド戦

スコットランド戦を何回ビデオでみただろうか！勇気と感動を与えてくれた桜の戦士たちあ

りがとう！試合会場でリーチと叫びたい！(笑)にわかファン万歳！どなたか一緒にいきませ

んか！(笑)



坂本龍馬のイメージ形成

は司馬史観による「龍馬が

ゆく」の影響が大きい様で

すが、本書では又違った龍

馬像が見え、期待大！

紹介者：岸田 忠男さん
(アドヴェンチャーホールディングス㈱)

新説坂本龍馬

田中一村は明治四十一年、

栃木で生まれ、独学人生を

送りながら、各地を点々と

し、奄美で貧素な生活の中

南画の技法画趣を残した。

紹介者：杉山 秀彦さん (㈱スギヤマ)

もっと知りたい田中一村～ 生涯と作品

紹介者：柴田 明子さん (㈱アビオス)

SDGsの基礎

芸人らしい破天荒なｴﾋﾟｿｰ

ﾄﾞはなく、ごくごく平凡な

事を著者の視点を交えて描

いています。自分の事を客

観的に見つつ、少し抜けて

いる所があるので、面白

かったです。

紹介者：小田原 礼佳さん (ＮＣＹ㈱)

僕の人生には事件が起きない

日本だけでなく、世界共

通の取り組む目標。自分達

に何ができるのか…知りた

くないですか？おすすめで

す。

出 版 社 ：宣伝会議
著・編集：事業構想大学院大学 出版部
著 者：沖大幹 小野田真二 他4名

出版社：集英社インターナショナル
著 者：町田明広

出版社：新潮社
著 者：岩井勇気

出版社：東京美術
著 者：大矢鞆音

2・3月の主な組合行事予定

今月の本棚

会員企業からのお知らせ

・社長交代（令和元年12月18日付）
行事名

 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）

 法律相談

 理事会

  3月 3日(火)13：30～

  3月13日(金) 9：30～

  2月21日(金)

日時

  2月 4日(火)13：30～

  2月 9日(日) 8：00～

  2月14日(金) 9：30～

フジメン株式会社

代表取締役会長 桃坂 雅人

代表取締役社長 桃坂 三郎

ももさか まさと

ももさか さぶろう
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