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第40回福岡流通センターまつり

今年も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」を開催します！
地域の皆さまによる活動の発表会やプロレス、ワゴンセールなどを実施予定でございます。

 

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 ㈱アビオス ㈱アルシュ ㈱イノウエ 

ＮＣＹ㈱ ㈱カイタックファミリー ㈱九州機工 ㈱コスモ綜合印刷 

小竹正㈱ 佐川急便㈱ ㈱サンロマン 三和電子サーキット㈱ 

承天貿易㈲ セムインターナショナル㈱ セムプランニング㈱ 高千穂倉庫運輸㈱ 

㈱タムラ 津田産業㈱ ㈱藤秀 ㈱トライアルカンパニー 

㈱西日本シティ銀行 ㈱西日本総合保険 ㈱日新商会 日本ビソー㈱ 

美・味っ食 (有)フィンテック ㈱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㈱ 丸松セム㈱ 

㈱百田工務店 ㈱レイメイ藤井 (協)福岡卸センター その他 

36 社 69 名 

 

献血結果の実績 

  

3 年 7 月 

（今回） 

3 年 1 月 

（前回） 

2 年 7 月 

（前々回） 

400ml 64 名 69 名 56 名 

不採血 

（割合） 

5 名 

（7％） 

13 名 

（16％） 

8 名 

（12％） 

合計 69 名 82 名 64 名 

開催日時について

令和3年11月21日（日曜日） 雨天決行

開催・販売時間 8：30～15：30 会場内 交通規制(車両通行止め) 8：00～16：00

アクセスについて

無料シャトルバス（7：30～16：30）

天神日銀前 ＪＲ千早駅 ＪＲ吉塚駅 粕屋中央小学校前

来場者用駐車場 九州団地倉庫駐車場

有料（後払い） 1台１，０００円

※新型コロナウイルス感染症拡大等により、中止や延期になる場合がございます。

予めご了承ください。

来場者用駐車場が不足してお
ります。
公共交通機関または
無料シャトルバスのご利用に
ご協力お願いします。

さる7月15日(木）卸会館3階にて「夏季献血」
が行われました。
非常に厳しい暑さの中、総計36社69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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(協)オロシアムFUKUOKA 第5回通常総会のご案内

協同組合オロシアムFUKUOKAは、令和3年9月27日(月)10時00分より福岡卸センター会館(福

岡市東区多の津1丁目7-1)にて第5回通常総会を開催いたします。

今回の総会は、新型コロナウイルス感染症拡大に鑑み、「委任状」出席に加えて「書面決

議」参加もできますので、ぜひご検討ください。

オロシアムFUKUOKA流通研究会“第209回例会”

優勝は、フォーサイト株式会社 池田 喜成 氏

1.開催日 7月15日（木） 2.場所 芥屋ゴルフ俱楽部 3.参加者 14名

第209回オロシアムFUKUOKA流通研究会に参加

させていただき、ありがとうございます。

今まで40回くらい参加してきましたが、今回

初めて優勝できました。

同組の満山様、香月様に「力まぬように」と

アドバイスを受けながらラウンドしました。お

二人のおかげで、楽しくプレーできたうえに、

優勝することができ、本当に感謝しております。

毎回企画運営をしていただいている津田会長

様、役員の皆様方に心より深謝申し上げます。

OUT IN GROSS H・D NET

優    勝 池田　喜成 46 46 92 18.0 74.0

準 優 勝 満山　正明 44 48 92 18.0 74.0

第 ３ 位 香月　清 42 47 89 13.2 75.8

第 ４ 位 友永　勝三 48 52 100 24.0 76.0

第 ５ 位 大松　樹美江 52 51 103 26.4 76.6

（敬称略）【個人成績表】

順　位 氏　名
ス　　　コ　　　ア

【特別賞】

ベストグロス賞 香月 清

ドラコン賞 大森 伸一、山野 将由

ニアピン賞 八頭司 正典、満山 正明、樽井 敬三、梶木 政伸
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応募先：メールアドレス oroshi@mocha.ocn.ne.jp
①所属先名 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：件名に「フォトコンテスト応募」）または写真をご提出くだ
さい。
応募点数は1名5点まで。スマホで撮影した写真も大歓迎です！
３ステップ！スマホで応募
① ＱＲ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

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〉
九州産業大学 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 学生
※ご本人、または代理の方が賞金の受け取りに事務局へ来局可能な方へ限らせて
いただきます。

テ - マ

応募方法

締 切

対 象 者

表 彰

2021年10月25日(月)まで

最優秀賞（1点） 20,000円の商品券 ほか

フリー
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【応募上の注意】

・応募はオリジナルで未発表の作品に限ります

・人物が写った写真は本人の了承を得てください

・入賞後、所属名・氏名・タイトルがホームペー

ジ等に掲載されます

・入賞作品の著作権は主催者に帰属します

・応募写真はご返却いたしません

・入賞はお一人様一点に限ります

過 去 入 賞 作 品
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当組合事務局では、会員企業の皆様に役立つ様々な情報を発信いた

します。

福岡県庁で作成された『福岡県防災ハンドブック』には、災害に関

する基本的な知識に加え、災害時の留意点や水・食料の備蓄方法など

「自助」「共助」に役立つさまざまなノウハウが掲載されています。

このハンドブックを「災害の備え」として、企業や家庭、地域におけ

る防災力の強化にお役立てください。

1. 福岡県防災ホームページ（福岡県総務部防災危機管理局）

https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/index.php

左側のQRコードを読み込みご覧いただけます。

2. 福岡県防災ホームページ特設サイト

https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/bousaihandbook/

右側のQRコードを読み込みご覧いただけます。

『福岡県防災ハンドブック』は、①ブラウザ版、②PDFデータ、③電子書籍で閲覧可能です。

3. 『福岡県防災ハンドブック』備蓄対策編より一部を抜粋し紹介します。

災害時に必要な物を検討する
大規模災害では、電気、水道、ガスなどのライフラインにも大きな被害が発生します。平成

23年の東日本大震災におけるライフラインの復旧に要した日数は、電気6日、水道24日、ガス34

日でした。災害時に必要な物は時間経過に伴って変化します。長期にわたってライフラインが

停止することを想定した備えが必要です。

事業所の備蓄品の例
・事業所内の滞在者（従業員、来客、受け入れた帰宅困難者）に必要な物資として、家庭で

の備えと同様に飲料水、食料、生活物資を3日分以上準備しましょう。

・滞在者に要配慮者が含まれる場合を想定し、高齢者や乳幼児向けの食料、アレルギー対応

食品の備蓄に努めましょう。

・事業継続に役立つ物資や、発災直後の応急活動に使用する資機材なども準備しましょう。

事務局からのお知らせ（防災について）
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もう取得されましたか？“マイナンバーカード”

マイナンバーカードをお持ちですか？行政手続のオン

ライン化が進むことで、申請や届出、年末調整手続きの

電子化などに必要です。早めにマイナンバーカードを取

得しておきましょう。

・パソコンやスマホから「児童手当現況届」などの居住地域の行政サービスの

手続きができる

・行政機関が保有する税情報、世帯情報、予防接種の履歴などを確認できる

・自身の個人情報が行政機関の間でどのようにやりとりされたかをチェックで

きる

マイナンバーカードは、郵送、パソコン、スマホのほか、商業施設等にある照明用写真機か

ら無料で交付申請ができます。申請から交付まで1～2か月程度かかる為、余裕をもって申請

しましょう。

・マイナンバー提示と本人確認が1枚のカードでできる

・住民票の写し等の各種証明書をコンビニで取得できる

・顔写真付きの本人確認証明書として使える

・健康保険証として使える（令和3年10月予定）

・パスポートの電子申請ができる（令和4年度開始予定）

・運転免許証と一体化される（令和6年度末開始予定）

国や地方自治体への各種申請・届出や、年末調整に必要な控除証明書等データの一括取得

など、行政手続の原則オンライン化が進み、本人確認手段としてマイナンバーカードが必須

のアイテムとなります。

また下記のように私たちの生活においても色々と使えるカードです。

マイナンバーカードからの個人情報漏えいを心配する声があります。マイナンバーカード

のICチップには税や年金、預金残高などの個人情報は記録されておらず、各行政機関におい

て分散管理されています。

また、不正に情報を読みだそうとすると、ICチップが壊れる仕組みになっております。

マイナポータルでもっと便利に！

マイナンバーカードがあれば、「マイナポータル」（政府が運営するオンラインサービ

ス)を利用することができます。年末調整に必要な控除証明書等データを一括取得するため

には、マイナポータルの開設（利用者登録）が必要です。マイナポータルでは下記のような

ことができます。

※申請方法の詳細は、右のQRコードから確認できます。
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年末調整のための控除証明書等データを一括取得する際に必要です！



コロナ禍で自宅で過ごす時

間が増えており、ついつい手

軽なスマホゲームをやりがち

ですが、結構問題がある事を

教えてくれる一冊です。

紹介者：瀬藤 育男さん (㈱藤秀)

スマホゲーム依存症

紹介者：中村 節蔵さん (㈱博運社)

1日1話、読めば心が熱くなる
365人の仕事の教科書

各界のプロフェッショナル

の言葉をまとめたもので、仕

事術のようなノウハウではな

く、人生や仕事への姿勢、信

条が語られています。

今月の本棚

9・10月の主な組合行事予定

「死ぬ準備はできた。だか

らあとは精一杯生きてみる

よ。」余命宣告を受けた二十

歳の女性が未来への希望もな

く淡々と日々を送るのだが…

泣きます！！

紹介者：楢崎 肇さん (バンドー・I・C・S㈱)

余命１０年

出版社：文芸社

著 者：小坂 流加

出版社：致知出版社

著 者：稲盛和夫 他

監 修：藤尾秀昭

出版社：内外出版社

著 者：樋口進

行事名

 法律相談

 理事会

 オロシアムFUKUOKA通常総会

 法律相談

 理事会

  9月27日（月） 10：00～

日時

  9月 7日（火） 13：00～

 10月 5日（火） 13：00～

 10月 8日（金）　9：30～

  9月10日（金）  9：30～

「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。


