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アコースティックギター同好会

11月21日(日)に新型コロナウイルス感染症対策を施し、「第40回福岡流通センターまつり」を

開催いたしました。早朝からたくさんのお客様にご来場いただきワゴンセール会場、メイン会場

ともに大盛況のうちに終えることができました。地域の皆さまを中心に楽器演奏・ダンスなどが

行われ、会場はさらに盛り上がりました。

開催に伴い準備や当日の運営にご協力いただきました企業、ボランティアスタッフの皆様、誠
にありがとうございました。

主催：福岡流通センターまつり実行委員会

㈱アイル・ジャパン アッサンブラージュ㈱ ㈱アビ
オス ㈱アルシュ ㈱イシカワ ㈱イデックスリテール
福岡 ㈱九装 ㈱クリーンサービス ㈱ケイ・エス・
デー ㈱コスモ綜合印刷 小竹正㈱ ㈱小山千緑園
(税)さくら優和パートナーズ ㈱サニクリーン九州
㈱サンロマン ㈱商工組合中央金庫 ㈱スギヤマ 男
爵 筑前流通ベース店 (医)辻内科クリニック ㈱富永
工芸 西日本鉄道㈱ 土井営業所 ㈱西日本シティ銀行
福岡流通センター支店 ㈱西日本総合保険 博多女子
高等学校 東福岡自動車学校 ㈱ヒデトレーディング
ファミリーマート多の津一丁目店 フォーサイト㈱
㈱福岡銀行 福岡流通センター支店 福岡流通警備保障
㈱ 福岡流通センター内郵便局 ほっともっと多の津
店 マーシャル青山 舞松原不動産㈱ 丸松セム㈱
㈱百田工務店 ㈱流通自動車整備工場 ㈱レイメイ藤
井 (協)福岡卸センター

㈱アイル・ジャパン ㈱アビオス

㈱アルシュ ㈱イノウエ ㈱グ

リーンクロス 興信㈱ 小竹正㈱

㈱サンロマン ㈱ジェイマックス

㈱スウィング ㈱スギヤマ セム

インターナショナル㈱ ㈱西日本

シティ銀行 福岡流通センター支

店 ㈱西日本総合保険 ㈱博運社

㈱ヒデトレーディング フォーサ

イト㈱ 福岡流通警備保障㈱ ㈱

流通自動車整備工場 舞松原不動

産㈱ 丸松セム㈱ ㈱百田工務店

福岡流通センターまつり開催報告

ボランティア ご協力企業広告協賛 ご協力企業
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Ⅰ. 日 時 令和3年11月13日(土) 12：00～17：00

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

黒部裕子氏による“第2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

❦テーマ❦

2021 秋冬コレクションからイザベル マランのジャケット

・キモノスリーブ３枚袖（内袖付き）ジャケット

・身頃は少しフィット感のある立ち衿のデザイン

・袖がポイントのデザインジャケット

＊（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。

美容セミナー「優雅で美しい立ち居振る舞い講座」開催報告

・今回のセミナーを受講し、姿勢から物の取り方、カバンの持ち方等実際にやってみて、肩が

軽くなる等、とても勉強になったので、これからも意識していきたいです。

・大変有意義でした。目からうろこでした。ぜひ実行して優雅な女性になりたいです。

・盛りだくさんの内容で、とても楽しかったです。

研修委員会では新型コロナウイルス感染症対策を行い、女性社員向け美容セミナー「優雅で

美しい立ち居振る舞い講座」元タカラジェンヌが伝えたいこと！～女性らしい仕草と身のこな

し方について～を開催いたしました。

前半は宝塚歌劇団時代の様々な内容（座学）に加えて、後半は簡単なのに肩が楽になるス

トレッチや、ちょっとしたことで、劇的に見た目が変わる身のこなし等を行い、時折笑い声が

こぼれ、皆さんがより一層女性らしく変わっていった90分でした。
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➢ 日　　時

➢ 場　　所 卸センター会館3階 第3会議室

➢ テ ― マ 

➢ 講　　師 

穂高ゆう氏

➢ 受 講 者

女性らしい仕草と身のこなし方について

令和3年10月25日(月) 18：00：～19：30

元宝塚歌劇団男役・モデル・ヴォーカリスト

5社10名

受講者の声

 



オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ会員企業間の交流・親睦を深める趣旨で開催しております「ボウ

リング大会」を、令和4年1月23日(日)に開催予定です。

今回は、新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、1レーン3名編成の企業対抗戦とし

て開催いたします。

後日、詳細をご案内致しますので、会員企業にお勤めの皆様はこ

の機会に是非ご参加ください！

● 日 時 令和4年1月23日(日) 9：15～

● 場 所 仲原Jボウル

福岡県糟屋郡粕屋町仲原2706（092-624-8556）

● 参 加 費 無料

第32回ボウリング大会について

オロシアムFUKUOKA総合商品部会

“秋の異業種交流会ゴルフ会”開催報告

オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ総合商品部会では、

新型コロナウイルス感染症拡大防止を考慮し、

異業種交流会宿泊懇親会を10月11日(月)～12日

(火)に開催し、ゴルフ会を今回11月18日(木)と

別々に開催いたしました。

当日は好天にも恵まれ、絶好のゴルフ日和の

中、8名での開催となりました。

皆様和気あいあいとプレーを堪能し、異業種

の交流に有意義な一日を過ごすことが出来まし

た。今回の優勝は、㈱クリーンサービス社長の

満山正明様でした。

（敬称略）

順位 参加者名

優  勝 満山　正明

準優勝 日永　裕章

第３位 瀬藤　和広

ニアピン 　　伊藤　晃（2）

１.日 時 令和3年11月18日(木)

２.場 所 ザ・クラシックゴルフ倶楽部

３.参加者 8名
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オロシアムFUKUOKA流通研究会“第210回例会”

優勝は、株式会社クリーンサービス 社長 満山 正明 氏

1.開催日 令和3年10月13日(水) 2.場所 久山カントリー俱楽部 3.参加者 12名

第210回オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ流通研究

会の例会に参加できて、しかも「優勝」という

栄誉を頂きまして、喜びをひしひしと感じてお

ります。

それもこれも、ご同伴者の香月相談役様、梶

木課長様、そして大森専務様というお三方のお

力添えに恵まれました事、深く感謝しておりま

す。また、それに加え親しみ慣れたゴルフ場で

ある久山カントリー俱楽部で気楽にプレー出来

たのも良かったと思います。

これからも皆様と楽しくプレー出来ますよう

に精進して参りたいと思います。誠にありがと

うございました。

小売部会“流通センターまつりmini”について

OUT IN GROSS H・D NET

優　  勝 満山　正明 41 40 81 9.3 71.7

準 優 勝 八頭司　正典 46 44 90 17.5 72.5

第 ３ 位 香月  清 42 41 83 10.5 72.5

第 ４ 位 田中　道佳 46 43 89 16.3 72.7

第 ５ 位 江里口　正光 39 41 80 5.8 74.2

（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 江里口正光

ドラコン賞 梶木政伸、平松毅一郎

ニアピン賞 満山正明、友永勝三（2）、梶木政伸
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筥崎こ村 ☎ 092-641-9477

2

3

4

旬の食材を中心に扱い、丁寧な仕事を心がけております。

家では出せない味を当店に足を運んで頂き、味わって頂きたいと思っております。

・刺し盛り 1人前1,500円 ・厚切り牛タン 2,500円

・特選タラ白子焼き、天ぷら、フライ 各2,200円

おすすめメニューとお値段(税別）
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筥崎こ村
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様々な年齢や立場の家族の

お金に対する価値観と節約を

描いた小説。多様化した社会

でのお金の使い方を考えさせ

られる一冊です。

紹介者：杠 幸治さん (興信㈱)

三千円の使いかた

出版社：中央公論新社
著 者：原田ひ香

今月の本棚
２分で読める様々なミステ

リ問題集です。すきま時間に

読めて簡単な謎から難解な物

まで頭の体操にちょうどいい

です。

紹介者：吉開 秀樹さん (㈱九装)

2分間ミステリ

出版社：早川書房
著 者：ドナルド・J・ソボル
翻 訳：武藤 崇恵

上下巻あり、まあまあの

ヴォリュームですが語り口も

面白くスムース。歌舞伎の見

識無くとも楽しめます。

紹介者：井上 勝雄さん (㈱ケイ・エス・デー)

国 宝

出版社：朝日新聞出版
著 者：吉田 修一

「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。

12・1月の主な組合行事予定

行事名

 法律相談

 法律相談

 賀詞交歓会

 第32回ボウリング大会   1月23日（日）受付9：15～

 流通センターまつりmini

  1月11日（火）13：00～

  1月14日（金）10：00

 理事会（（協）オロシアムFUKUOKA）

 12月12日（日） 8：00～15：00

  1月14日（金） 9：15

  1月14日（金）11：00

日時

 12月 7日（火）13：00～

 理事会  12月10日（金） 9：30～

 理事会（（協）福岡卸センター）


