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事務局からのお知らせ
（新型コロナウイルス感染症対策の情報収集について）

新型コロナウイルス感染症対策に役立つホームページについてご紹介します。それぞれのサイ

トは、常に更新されていますので、最新の情報をご確認ください。

経済産業省「支援策」

https://www.meti.go.jp/covid-19/

「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業所の皆様へ・対策ガイドブック」

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

中小企業庁

https://www.chusho.meti.go.jp/

福岡県「新型コロナウイルス感染症ポータルページ」

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-portal.html

福岡市「新型コロナウイルス感染症について」

https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokenyobo/health/kansen/nCorV.html

商工中金 危機対応業務に関する説明会 開催報告

4月9日(木)、卸センター会館において、商工中金

（商工組合中央金庫）の担当者を招いて、「新型コロ

ナウイルス感染症特別貸付（制度融資）」について、

会員企業の方向けに説明会を開催し、13社15名の皆様

にご参加頂きました。

なお、新型コロナウイルス感染症対策として、広い

会場に机・イスの間隔を設けて配置するなど工夫して

実施いたしました。

(協)福岡卸センター 第50回通常総会のご案内

(協)福岡卸センターは、5月28日(木)10時00分より第50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。

福岡県



『続・こどもの英語』

株式会社アルシュ
坂田 祥子

Sakata Sachiko

私の仕事は英語講師です。

自宅で英語教室を始めて25年。小学校の総合学習時代から外国語活動に携わって

16年。1年生から4年生までの学級を受け持っています。小学校では毎週12クラスに

入り、英語を大好きになってほしいと思いながら教えています。

ラグビーワールドカップの真っ最中、2年生のクラスに入った時の事。子供たちが

大好きなビンゴをすることになりました。動物、食べ物、色、数字。習った単語を

自分で用紙に書いてビンゴシートを作成します。

いざビンゴが始まると子供たちのテンションはマックス。興奮の坩堝とはこの事。

飛び交う「先生！リーチです！」の声。2年生でもリーチって言葉を知ってるんだ

なぁと驚いていると、誰かが言いました。

「先生！ダブルリーチ・マイケルです！」

ひとりが言ったらもう止まりません。口々に「僕もダブルリーチ・マイケルで

す！」「私もダブルリーチ・マイケルです！」が響き渡ります。

担任の先生も熱くなってるので、子供たちに言いました。

「リーチパーソン、スタンダッ！（stand up）」

もう私の出る幕はありません。何の授業なの、これ。

楽しそうなみんなを遠い目で見守る私。英語の授業を楽しんでくれて本当によ

かった。どうぞそのままで。

オロシアム通信 2020.5 2



応募作品数 83作品

応募企業数 6社

応 募 人 数 54名

第14回川柳コンテスト結果発表

65 ㈱イシカワ
菊地 富士子さま
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17 財布から　 飛び立っていく　 偉人たち 博多女子高等学校 冨永 杏佳さま

81 マスクより　 入国制限　 クルナウイルス 博多女子高等学校 清家 明星さま

46 毎日の　 何もない日が　 幸せだ 博多女子高等学校 伊賀 心咲さま

55 我が家族　 俺を除いて　 ワンチーム ㈱イシカワ 菊地 康洋さま

62 皆マスク　 美人度アップ　 取らないで ㈱イシカワ 菊地 高夫さま

44 今の世は　 豆蒔きさえも　 パワハラに 博多女子高等学校 宇土 敏郎さま

64 濃厚な　 関係なのに　 危険なの ㈱イシカワ 菊地 富士子さま

78 初詣　 願い多すぎ　 神迷走 ㈱百田工務店 松谷 雅弘さま

60 テレワーク　 ついつい昼寝を　 したくなる ㈱イシカワ 菊地 高夫さま

80 体重計　 危険を察知　 スルーする ㈱百田工務店 松谷 雅弘さま

51 横綱は　 有給休暇　 取り放題 ㈱イシカワ 菊地 儀和さま

3 スローガン　 困ったときの　 OneTeam！ ㈱スウィング 釜堀 市朗さま

7 お化粧に　 気合入れ過ぎ　 「Matt化」に ㈱カイタックファミリー 橋口 陽美さま

23 支え合い　 助け合うのが　 真の友 博多女子高等学校 竹徳山 志織さま

16 バレンタイン　 誰にも渡せず　 父の胃へ 博多女子高等学校 立石 日菜乃さま

26 ウイルスで　 マスクがなくなる　 スーパーに 博多女子高等学校 末松 梨瑚さま

33 リーディング　 悪戦苦闘　 アクセント 博多女子高等学校 今野 朱理さま

69 育休で　 赤ちゃん言葉　 癖になり ㈱イシカワ 中西 樹一郎さま

67 私まだ　 平成ジャンプで　 嫁行けず ㈱イシカワ 菊地 弘子さま

82 え？昭和　 私もすぐに　 え?平成 博多女子高等学校 石丸 綾乃さま

73 マラソンは　 暑さと厚さの　 選択だ ㈱イシカワ 齋藤 勝洋さま

9 「おっかけ」よ　 時代かわれば　 「ストーカー」 ㈱カイタックファミリー 橋口 陽美さま

5 香水が　 今ではスッカリ　 湿布臭 ㈱カイタックファミリー 橋口 義美さま

13 女子高や　 女が男に　 変わる場所 博多女子高等学校 住田 結虹さま

4 五十肩　 つらいよタクシー　 とめられず ㈱カイタックファミリー 橋口 義美さま

2 新コロナ　 吹き飛ばすほど　 五輪熱 ㈱スウィング 釜堀 市朗さま

31 春空に　 うつる景色と　 涙する 博多女子高等学校 橋本 希美さま

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/



ＦＦ20グループ企業“団地完成46周年売出し”開催報告

去る4月5日(日)・6日(月)の2日間“団地完成46周年売出し”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

いたしました。

なお、ＦＦ20グループ企業と抽選会場では、新型コロナウイルス感染症対応策として、

入り口に消毒液を設け、換気を行うなどの工夫をして実施

いたしました。

ご来場いただきましたお客様、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、以下ご報告を致

します。

来客数 94店 売上金額 1,645万円

婦人既製服分科会
会長 奥田和彦

（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

ラブアース・クリーンアップ2020 中止のご案内
新型コロナウイルス感染症拡大を受け、「ラブアース・クリーンアップ2020」は中止

とさせて頂きます。この流通センター地域周辺の清掃活動につきまして、屋外ではあり

ますが、200名以上の皆様にお集まりいただくため、参加者、関係者の健康・安全面を第

一に考え、今年の開催自体を見合わせることと致しました。

ご参加並びにご協力頂いております皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解

賜りますようお願い申し上げます。
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辻内科クリニック様からのお知らせ
オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ会員企業、卸センター会館１階の辻内科クリニック様からのお知ら

せです。
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著者は2ちゃんねる創設者。

流行のビジネス書や自己啓

発本の真逆を指南する一冊

です。マイナス成長を続け

る日本で生き抜く術を、漫

画付きで分かり易く教えて

くれます。

紹介者：甲斐 みゆきさん (ワーゲン㈱)

凡人道
役満狙いしないほうが人生うまくいく

河川敷を映画館に。昼は

ウォーキングコース・夜は

クラブの高速道路。こんな

公共空間の使い方があった

のか！驚きと発見の連続。

紹介者：長沢 歩さん （（協）福岡卸センター)

公共R不動産のプロジェクトスタディ
公民連携のしくみとデザイン

紹介者：勝本 末行さん (㈱石蔵商店)

入社1年目の教科書

軍事戦略家が書いた、今

後の日本の世界への立ち位

置を書いている本になりま

す。一般受けはしませんが

面白いと思います。

紹介者：浦山 政昭さん (和信産業㈱)

日本4.0
国家戦略の新しいリアル

新入社員研修の参考にと

思い読んだ本です。社会人

の基本ルール的なものが書

かれていますが、自分を振

り返る為に読み返したい一

冊。

出版社 ：ダイヤモンド社
著 者：岩瀬大輔

出版社：宝島社
著 者：ひろゆき

出版社：文藝春秋
著 者：エドワード・ルトワック
翻 訳：奥山真司

5・6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

出版社：学芸出版社
著 者：馬場正尊ほか

編 集：公共R不動産

行事名

 理事会

 法律相談

 法律相談

 理事会

 5月 8日(金) 9：30～

 5月12日(火)13：30～

 6月 2日(火)13：30～

 6月12日(金) 9：30～

日時
・支店長交代

株式会社西日本シティ銀行
福岡流通センター支店

（4月1日付）

前支店長 緒方 勝也

新支店長 上谷 純一

おがた かつや

かみたに じゅんいち
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