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福岡流通センターまつり実行委員会では、本年11月15日（日曜日）に開催予定の福岡流通

センターまつりは、新型コロナウイルスの感染拡大により中止し、来年11月21日（日曜日）

に延期することを決定いたしました。

多くの来場者が予想される会場内では、密接・密集により感染リスクが高まることが懸念

され、来場者や関係者、スタッフの健康・安全面を第一に考慮した結果、開催は困難である

と判断いたしました。

地域の代表的なまつりとして親しまれ、定着している「福岡流通センターまつり」が開催

できないことは大変残念なことではありますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げま

す。

第40回福岡流通センターまつり中止のお知らせ

協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ第４

回通常総会は、9月28日(月)10時より、卸セ

ンター会館3階会議室にて組合員92名の参加

（書面決議54名・委任状21名を含む）を得

て開催、提案された全議案が承認されまし

た。

今回の総会は、書面決議を導入し、一方

で懇親会の開催を見合わせるなど新型コロ

ナウイルス感染症への対策を施しての開催

となりました。

第4回通常総会において可決された議案

第1号議案 令和元年度事業報告書・財産目録・貸借対照表・損益計算書および剰余金処

分案承認の件

第2号議案 令和2年度事業計画及び収支予算案承認の件

第3号議案 役員報酬決定の件

第4号議案 令和2年度経費の賦課並びに徴収方法決定の件

第5号議案 出資口数決定の件

第6号議案 取引金融機関並びに本年度借入金残高の最高限度額決定の件

協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ 第4回 通常総会



（一社）日本アパレル・ファッション産業協会 福岡支部
黒部裕子氏による“第1回モデリストフォーラム”

ＦＦ20グループ企業“秋の繊維まつり”開催報告
去る9月13日(日)・14日(月)の2日間“秋の繊維まつり”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。

来客数 124店 売上金額 2,155万円
婦人既製服分科会
会長 奥田和彦

流通センターまつり・ウィンター開催のお知らせ
今年4月には「流通センターまつり・春」の開催を予定していましたが、新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響により「まつり・春」は延期に、また、11月15日に予定してい

た「福岡流通センターまつり」も中止となりました。この様な厳しい状況下ではありま

すが、オロシアムＦＵＫＵＯＫＡの活力をアピールするとともに、地域の皆様への日頃

からの感謝の気持ちを伝えるべく、『流通センターまつり・ウィンター』を開催いたし

ます。

Ⅰ.日 時 令和2年10月10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 9名

流通センターまつり・ウィンター

日 程：2020年12月13日(日) 販売時間 8時00分～15時00分

雨天決行・荒天の場合、その他諸事情により中止する場合があります

内 容：地域の皆様へ日頃の感謝を込めて実施するアウトレットワゴンセール等

出店企業数を限定し物販のみ ※舞台イベントや飲食店の出店はございません

駐車場：九州団地倉庫駐車場(無料)ほか ※無料シャトルバスの運行はございません

お願い：新型コロナウイルス感染予防対策につきまして、ご来場の皆様に、

消毒・検温の実施、滞在中のマスク着用へのご理解とご協力をお願い致します

ＦＦ20グループでは、来年の売出し日を記載した2021年カレン

ダーを、11月の売出しの際に、お渡し出来るよう準備をしており

ます。ぜひ、次回のご来場もお待ちしております。

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。

＊（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。

ドレーピング（立体裁断）についての参加者からの声：
・今回はほとんど案内線があったので、全体的に取り組みやすかったですが、きちんと自分の

モノに落とし込めていない点も多いので、しっかり見直しをして理解を深めたいと思います。

❦テーマ❦
2020 秋冬コレクションから

ランバンのジャケット
〇今シーズン注目のパンツとのセットUPのジャケット
○マスキュリンエレガントの雰囲気で布帛でもカットソーでも
色々な素材に対応出来るデザイン

※ 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。
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『私が今ハマっている人』

株式会社コスモ綜合印刷
末若 憲司

Suewaka Kenji

コロナ禍の中、4月からあるYouTube番組にハマっている（面白い系とかではありませ

ん）。切っ掛け動画『日本は4月だけで3000人以上のC国人を特別入国させていた』第49回

【水間条項TV】（フリー動画）。コロナの水際対策で4月1日に海外からの入国禁止を決め

たはずじゃ？とかなりショックを受けた。

水間条項TV？変なタイトル、動画のオジサン誰？近現代史研究家・ジャーナリスト水間

政憲(みずままさのり)？動画を見るとデータと解説でしっかりした内容に引き込まれる。

その入国の条件がPCR検査を受けさせることとあり、陽性になると日本の医療制度にかか

り、治療費は日本の健康保険から支出される。日本人は外出禁止だが、外からの入国者の

行動に制限はない。日本人は外国人の為に自粛しているのか、治療でベッドが足りない原

因も…？確かにそうかも。

コロナ暇に任せて過去の関連動画を次々と見た。その後、会員動画（毎月500円）も入

会した。面白くて止まらない！興味本位で見始めたが、扱うテーマは政治・外交、歴史認

識などオールラウンドである。詳述すると本稿が掲載NGになるかもしれないので(笑)。動

画をある程度見ると凄さが分かると思います。私が止められない理由は、世間に出回らな

い凄い質と量の情報が提供されて何でも分かった気になる勘違いと、（より大事だが）日

本の危機を共有してしまったことである。動画一つ一つのタイトルを見て頂ければ私の言

うことがお分かりになると思います。

水間先生（もう先生である）の動画視聴者の中で「チーム日本みつばち」さんと呼ばれ、

先生の呼び掛けに自主的に行動する国内外の人たち（決して過激な行動はとらない）が数

千人以上いて、政治家に抗議の葉書を送ったり政府機関に電話をかけたりロビー活動を一

緒にやる同士である。

先月9月28日ドイツ・ベルリンのミッテ区に建てられた従軍慰安婦像が10月9日に撤去が

決まった、というニュースをご存知だろうか。この時の水間先生の作戦は見事だった。像

の設置翌日29日に情報を入手、30日の動画で政府やマスコミは頼りにならないと断じた後、

ミッテ区と姉妹都市を締結している東大阪市と島根県津和野町と新宿区の電話番号等を公

開、「日本みつばち」さんに電話を要請（先生本人も）。ミッテ区へ「市民（町民）より

慰安婦像に対する抗議が来ている、姉妹都市を辞退せざるを得ない」と伝えた。数日後ベ

ルリンのミッテ区長が撤去を決めたということだった。

その後10月13日の動画で津和野町は10月1日付文書でミッテ区へ「慰安婦像の件」に対

して要請していたと事実を明かしている。これは先生と「日本みつばち」さんの活動が奏

効した一つの例であるが、水間先生は過去にいくつものスクープ論文やひと目シリーズな

ど従来の歴史認識を覆す著作が多数であるにも関わらず、あまり日の目を見ていないのは

残念である。「法と証拠に基づいて」が口癖である。皆様も一度動画を見て判断し、一人

でも多くの人に応援して頂きたい人だと思います。
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流通センターにお越しの際は舞パークが便利！
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胡蝶蘭は花が終わってしまっても、もう一度花を咲かせることができる生命力の強い植物で

あることをご存知ですか。再び花を咲かせるための方法（一例）をご紹介いたします。

ご存知ですか？～胡蝶蘭～

（1）支柱のテープを外す

まず、茎に沿って支柱に固定されているテープをはさみやカッターナイフ等で手を切らないように

気を付けながら取り外します

（2）支柱を抜く

花が動かないように支柱が差さっていますので、株元を押さえつつ引き抜きます

（3）茎をカットする

① すぐに次の花を咲かせたい場合（二度咲き）

株の節を下から数えて2～3節ほど残して、その上を斜めに切ります

② 来年また花を咲かせたい場合

花茎は根元に近い場所で切ります（目安は根元から3～5cm程度）

その際、株の節を残してしまうと、節から新たに芽が出てくる可能性がありますので気を付けましょう

（4）管理

置き場所・・・・ 直射日光が当たらない明るく風通しの良い場所に置きます

温度・・・・・・ 胡蝶蘭は寒さに弱い植物です、15～35℃の環境で育てましょう

15℃を下回ると枯れてしまうので、冬場は特に注意が必要です

水やり・・・・・ 水苔など植えてある素材の表面全体が完全に乾いてから1株ごとに

水を与え、受け皿に溜まった水は捨てましょう

終 日 6 0 分

200円
入庫後 2 4時間

最大700円
1 8 ： 0 0～ 8 ： 0 0

最大200円

流通センターにお越しの際は舞パークが便利！



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

おすすめ
メニュー
※価格は税込
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(隣接する西日本シティ銀行と共有している有料駐車場)

写 真 は あ る 日 の 日 替 わ り ラ ン チ 【 海 鮮 ち ら し 】
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出典：福岡県 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jitensha-jourei.html

事務局からのお知らせ 福岡県で自転車を利用される皆さまへ



173業界の売上や今後の展
望などが書かれ、コロナの
影響で様々な業界が変革を
求められてるのがわかりま
す。

紹介者：大江 晃史さん (㈱サンロマン)

会社四季報 業界地図 2021年版

『自らの心』『心を高め
る』為に働く。自分自身を
成長させる、自己形成のた
めへとつながる事を教えて
いただきました。

紹介者：山崎 勇太さん (セムプランニング㈱)

働き方 「なぜ働くのか」「いかに働くのか」

出版社：三笠書房
著 者：稲盛和夫

紹介者：永渕 博久さん (三和シャッター工業㈱)

小説 日本興業銀行

戦前から戦後にかけて実
名で傑出した人物達の生き
様が描かれているのが熱い。
指南書のような一冊である。

今月の本棚

11・12月の主な組合行事予定

日本を代表する芸人の思
うビジネスマンの考え方・
社会での生き方を語ってい
る1冊。一流の人が考えてい
たことは原点だった。

紹介者：川口 具起さん (㈱SHAELE)

志村流
当たり前のことが出来れば、仕事も人生も絶対に成功する

出版社：三笠書房
著 者：志村けん

出版社：講談社
著 者：高杉良

西鉄ライオンズ「鉄腕」
稲尾の自叙伝。熱き日本の
記録。漁村から何もわから
ず福岡へ。ひたむきに謙虚
に生きる姿。元気がでます。

紹介者：牟田 英樹さん (ｾﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱)

神様、仏様、稲尾様 私の履歴書

出版社：日本経済新聞出版
著 者：稲尾和久

出版社：東洋経済新報社
著 者：(編集)東洋経済新報社

問合せ
コチラ！

行事名 日時

法律相談 11月10日(火) 13：00～

理事会 11月13日(金) 9：30～

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


	★R02.11P00-表紙
	★R02.11P01-第4回総会、まつり中止
	★R02.11P02-まつり、FF20、フォーラム
	★R02.11P03-マイオアシス
	★R02.11P04-有料広告・ご存知ですか
	★R02.11P05-グルメ館
	★R02.11P06-福岡県で自転車を利用される皆さまへ
	★R02.11P裏-今月の本棚

