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流通センターまつり・春 開催のお知らせ

新入社員オリエンテーションのご案内

新入社員ビジネスマナー研修のご案内

●日 時 令和3年4月2日（金）、5日（月）9：00～17：00

●場 所 卸センター会館3階 第3会議室

●講 師 一般社団法人 日本経営協会

●受 講 料 1名につき2,000円（昼食、テキスト代を含む）

●研修内容 1日目「ビジネスマナーの基本」

講師：舩木孝子氏

2日目「役割認識と仕事の進め方の基本」

講師：久地石冨起子氏

この度、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、5月16日(日)に『流通センターまつり・春』を開催する事と致しました。

現在、運営委員会ではイベントの開催にあたって、感染リスクを十分に配慮し、感染を防ぐ

ための対策を講じた上で実施する様、まつりの詳細を検討中です。

流通センターまつり・春

●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

●日 程：2021年5月16日(日)

●会 場：福岡卸センター地域（福岡市東区多の津1丁目）

●主 催：(協)福岡卸センター

●共 催：(協)オロシアムFUKUOKA

●日 時 令和3年4月1日（木）

13：30～14：00 新入社員オリエンテーション

14：00～15：00 記念講演 林田 スマ氏

「新しい社会への変革、新社会人としての心構えを！」

15：15～16：30 ミニセミナー 株式会社 西日本総合保険

「あなたの責任と保険」

●場 所 卸センター会館3階 第3会議室

●受 講 料 1名につき1,000円（記念品代）

尚、14時00分からの記念講演は一般社員のかたもご参加頂けます。
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約4か月間という長いようで短い間でしたが、週に一度お忙しい中大変お世話になりました。

今年はコロナウイルスの関係で実習期間が大幅に変更になり残念でしたが、一回一回で学ぶこと

が多くとても勉強になりました。このような時期の中で、外部から来る私を優しく迎えてくださ

り本当にありがとうございました。

最初の頃はとても緊張して上手くやっていけるかなど不安でいっぱいでしたが、優しく丁寧に

声を掛けてくださって、すぐに馴染むことが出来たかなと思います。

一番最初に行った作業が札付けで袋から札を出すことに手こずり、時間が掛かっていましたが

コツを教えてくださり最後の方はスピードも速くなり多くの衣類に札をつけることが出来て成長

したなと感じました。他にもエクセルを使った作業などもあり、学校で身に着けたことが活かせ

て良かったなと思いました。また、アイロン、写真撮影、ハンガー掛けなど、様々な業務を体験

させていただき本当にありがとうございました。

私は4月から社会人になるので働き方や雰囲気など実際に拝見することが出来て、勉強になり

ました。

サンロマンさんにいる時間はとても楽しくて時間が過ぎるのがあっという間でした。

今回は短い間でしたが、たくさんの体験や経験をさせてくださり本当にありがとうございまし

た。来年から社会人として、学んだことを忘れず社員の一員として頑張っていきたいと思います。

令和２年度 博多女子高校企業実習を終えて

令和2年度の博多女子高校による企業実習は令和2年12月をもちまして終了いたしました。

今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大により、実習期間の縮小や感染症対策の実施をお願い

する中で5社の企業ならびにご担当者の皆様、ご協力をいただきまして、誠にありがとうござい

ました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇ 実習生受入企業

㈱明石スクールユニフォームカンパニー ㈱イシカワ ㈱サンロマン
㈲フィンテック フォーサイト㈱

この度は、コロナウイルスで状況が変化しお忙しい中、企業実習の受け入れを承諾してくださ

りありがとうございました。

そして、4か月もの間大変お世話になりました。従業員の皆さんが優しくお話をしてくださっ

たり、分からないことを聞いても丁寧に説明してくださったりと、良い雰囲気の中で作業をする

ことが出来たので毎週水曜日が楽しみでした。

パソコンでのデータ入力や伝票整理、社判押しなどの業務はどれも新鮮でした。また、一つの

立派な企業の中で、従業員の方々と同じ空間で作業することは、滅多にできない経験だったと思

います。このような高校生のうちでは絶対にできないような経験をたくさんさせていただけて、

とても貴重で有意義な時間だったと感じると共に、今回の課題研究で企業実習を選んだこと、企

業実習で伺う企業がイシカワさんで本当に良かったと思いました。

私は、春から就職し社会人になります。働いていく際に、この企業実習で学んだことを活かし

ていけるよう頑張りたいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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データ入力 伝票入力 資料とじ込み 製品整理 商品出荷準備 札付け ＤＭ発送

◇実習生が行った主な業務内容

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇実習生感想文



 

献血結果の実績 

  

3 年 1 月 

（今回） 

2 年 7 月 

（前回） 

2 年 1 月 

（前々回） 

400ml 69 名 56 名 53 名 

不採血 

（割合） 

13 名 

（16％） 

8 名 

（12％） 

11 名 

（17％） 

合計 82 名 64 名 64 名 

さる1月22日(金）卸会館3階にて「冬季献血」
が行われました。
天候の不安定で足元が悪いなか、総計42社82

名の方にご協力いただき誠にありがとうござい
ました。
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献血にご協力頂いた企業 

㈱明石ｽｸｰﾙﾕﾆﾌｫｰﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ ｱﾄﾞｳﾞｪﾝﾁｬｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ ㈱アルシュ ㈱イシカワ 

㈱石橋製作所 ㈱イノウエ ㈱エヴァ オノウン㈱ 

㈱カイタックファミリー ㈱九州機工 きらくだ引越センター ㈱クレスト 

㈱ケイ・エス・デー 興信㈱ ㈱コスモ綜合印刷 小竹正㈱ 

㈱サンロマン 三和電子サーキット㈱ 承天貿易㈲ ㈱スギヤマ 

セムインターナショナル㈱ 高千穂倉庫運輸㈱ 津田産業㈱ 東亜倉庫㈱ 

㈱東京アルファライン ㈱藤秀 ㈱西日本シティ銀行 ㈱西日本総合保険 

日本ビソー㈱ フォーサイト㈱ フォーマテック㈱ ㈱福岡銀行 

福岡デンタル販売㈱ フジメン㈱ ㈱プロルート丸光 堀田丸正㈱ 

松浦通運㈱ 丸松セム㈱ ㈱ヤマニパッケージ ㈱レイメイ藤井 

(協)福岡卸センター その他  

42 社 82 名 

【成分献血ができる場所】※密を避けるため予約をお願いいたします。

【献血基準】※詳細はホームページをご覧ください http://www.jrc.or.jp/donation/kessho/

【出典】福岡県赤十字血液センター



この正月、茶道をたしなむようになって、初めて初釜茶会の正客を務める予定でした。亭主

の趣向を会話に織り混ぜたり、進行を促したりと、難しい役回りで緊張していたのですが、新

型コロナの感染拡大を受けて茶会は中止になってしまいました。

今回の茶会では、回し飲みによる感染を防止するために「各服点（かくふくだて）」という

点前を用意していました。これは、濃茶碗を主客から次客、三客へと手渡しで回し、同じ茶碗

のお茶を一緒に喫するのではなく、次客以降の客に対して水屋で点てて用意したお茶を盆に乗

せて、めいめいに一椀ずつ供するという作法です。

約百年前、大流行していたスペイン風邪の感染を懸

念して、回し飲みを避ける方法として考案されたの

だそうです。

感染拡大の局面で衛生を重視することは当然です

が、濃茶の回し飲みには、亭主の点てたお茶を客全

員が共有することで生まれる、いわば茶席の場が同

期するような関係を醸し出すところがあります。こ

れは非接触の作法では体験することのできない、お

茶の醍醐味だと私は思っています。

この非接触の時代に「ふれる」ことについて論じた『手の倫理』（伊藤亜紗著 講談社選書

メチエ）には、色々なことを考えさせられます。

美学者である著者は「さわる」ことは物としての特徴や性質を確認することであるのに対し、

「ふれる」ことは人との相互作用が含まれているとして両者を分けて考えます。私たちは「さ

わる」を避けようとして「ふれる」まで捨ててしまうような、「産湯とともに赤子を流す」時

代を生きているのではないか、と著者は指摘します。例えば、あの人は障害者だからこのよう

に接しておこうとラベリングするのは、「さわる」対象として人に接する態度です。「多様

性」の掛け声のもとに進められている多くのことが、ここにとど

まります。これに対して、著者はお年寄りの出入りを自由にして

いるグループホームの例などを挙げて、人と「ふれる」関係を築

いていく方向性を示しています。お年寄りはこの環境によって、

他者からの敬意を取り戻し、尊厳を持って生きることができるの

です。

「ふれる」ためには、人をコントロールしようという態度では

なく、その都度のふるまいを信頼することが必要です。

これは茶会を成り立たせる、心地よい信頼関係にも通じるものだ

と思います。

公募原稿

「さわる」ことと「ふれる」こと

税理士法人福岡中央会計
代表税理士 瀬戸 英晴

Seto Hideharu
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パソコンを使う時の姿勢
パソコンを使う時は、適切な姿勢で作業できるように机や椅子を調整し、ディスプレイ

やキーボードの置き方を工夫することがポイントです。

1. ノートパソコン使用時
ノートパソコンは、ディスプレイとキーボードが一体化されており、キーボードが小さ

い場合もあるなど、姿勢が制限されやすく視距離が短くなりがちです。このような特徴を
よく理解し、次の点に注意して使うように心がけましょう。

・多くのノートパソコンでは、外付けディスプレイやキーボード、マウス、テンキー入力機器などが利用で
きます。作業の効率化・作業負荷の軽減に役立ちますので、ノートパソコンで長時間作業を行う場合は、
作業内容に応じて外付け機器の導入を検討しましょう。特に、マウスは疲労軽減だけではなく、作業効率
の面からも導入をおすすめします。
・作業する際には、周辺機器を置くスペースを十分に確保します。マウスを使用する場合はマウスを動かす
場所を広めに確保します。また、長時間同じ姿勢を続けないため、前後・左右にノートパソコンを動かせ
る程度の余裕を持たせます。

2. デスクトップパソコン使用時
デスクトップパソコンでは、ディスプレイやキーボードを置く位置や角度の自由度が高

く、調節がしやすいという利点があります。

・作業する際には、周辺機器を置くスペースを十分に確保します。マウスを動かす場所も広めに確保します。
・キーボードが好みの角度になるよう調節し（脚がない場合は本などを使うと良い）、キーボードの手前に
手首を休ませるパームレスト、アームレストの空間を確保します。
・画面を見やすい角度に調整します。体格や姿勢によって適切な角度は異なります。また、一日のうちに見
やすい角度が変化することもありますので、長時間の作業では、何度か見直すのがよいでしょう。

出典：富士通株式会社
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令和3年（2021年）4月1日から「総額表示」の義務化がスタートします。

「総額表示」とは、消費者が商品を購入する際の誤認防止のために、値札をはじめ、チラシ、

ホームページ、カタログ、インターネット販売ページなどの表示価格を、消費税を含んだ支払

総額が分かるように記載することを義務付ける制度です。

なお、特例措置として令和3年3月31日までは、誤認防止措置をとれば、税抜価格表示が可能

でしたが、4月1日から総額表示が義務化されます。そのため、値札の貼替えや印刷物の差替え

を行うなどの対応が必要です。

▶「総額表示」の対象となる商品やサービス

不特定多数の消費者に向けた表示価格であれば、すべて対象となります。

▶「総額表示」の正しい表記方法（国税庁が定める、具体的な表示例）

下記の例を参考に、値札の表示を修正しておきましょう。

▶「総額表示」の対象外となるもの

・見積書 ・請求書 ・契約書

・事業間取引における商品カタログ ・店員などが消費者に口頭で価格を伝える など

現行では、総額表示義務を怠ったことに対する罰則はありません。しかし、消費者が勘違い

を起こすような表示価格を意図的にしている場合、消費者庁が定める「不当景品類及び不当表

示防止法（景品表示法）」に違反する可能性があります。

参考 No.6902 「総額表示」の義務付け（国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp）
財務省ホームページ https://www.mof.go.jp/index.htm
事務所通信 税理士法人さくら優和パートナーズ 令和3年2月号
テンプレートBANK https://www.templatebank.com/ MEDIY http://menudesignlab.com/blog
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事務局からのお知らせ（「総額表示」の義務化）

・商品に貼付する値札 ・商品パッケージなどへの印字

・商品陳列棚 ・店頭のチラシ

・ポスター ・商品カタログ

・ダイレクトメールなどにより配布するチラシ ・インターネットの販売ページ

・電子メールなどの媒体を利用した広告 ・テレビ・新聞の広告 など



同じ商品でも場所、時間、
ターゲットを変え工夫をし
人の心が動いていく様子が
書かれてあり、視点の転換
が大切だと感じた一冊です。

紹介者：小森 亮治さん (アッサンブラージュ㈱)

普通の野球を日本一のエ
ンターテイメントに変えた
天才。我等がヒーロー長嶋
茂雄が47年ぶりに帰って来
た。元気がでますよ！！

紹介者：栄光の背番号3さん (㈱クリーンサービス)

燃えた、打った、走った！

出版社：中央公論新社
著 者 : 長嶋茂雄

紹介者：大谷 裕二さん (㈱イノウエ)

めんどくさがる自分をサクサク動かす50のルール

自然と行動したくなる
ルール作りや、行動をコン
トロールして効率を良くす
る方法など、仕事でも私生
活にも参考になる一冊です。

今月の本棚

3・4月の主な組合行事予定

日々の生活の中で、悩み
や迷いが生じた時に読んで
みたい一冊です。「なるほ
ど」と思わせてくれる言葉
が詰まっていますよ。

紹介者：橋口 義美さん (㈱カイタックファミリー)

島田紳助 100の言葉

ゴビ砂漠マラソンでの犬
との出会。その出会を大切
にした著者。応援した人々。
気持ちが暖かくそして豊に
なりました。

紹介者：栗山 伸一さん ((同)栗山)

ゴビ 僕と125キロを走った、奇跡の犬

会員企業からのお知らせ

出版社：SBクリエイティブ
著 者：川上徹也

・支店長交代

助野株式会社（3月1日付）

前支店長

執 行 役 員
西日本営業部長

新支店長

まるやま たけし

ゆうじ よしあき

売れないものを売る方法？
そんなものがほんとにあるなら教えてください！

出版社：永岡書店
著 者：冨山真由
監 修：石田淳

出版社：ヨシモトブックス
著 者 : 島田紳助

出版社：ハーパーコリンズ・
ジャパン

著 者：ディオン・レナード
翻 訳：夏目大

行事名

 法律相談

 理事会

 新入社員オリエンテーション

 法律相談

 理事会

 3月 2日(火) 13：00～

 3月12日(金) 13：00～

 4月 5日(月)  9：00～

 4月 6日(火) 13：00～

 4月 9日(金)  9：30～

 4月 1日(木) 13：30～

 4月 2日(金)  9：00～

日時

 新入社員ビジネスマナー研修
丸山 猛

由地 愛明
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