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オロシアムFUKUOKAのホームページが

で見やすくなりました！
< URL → https://www.foc.or.jp/ >
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表紙『コーポレーティブスローガン』のデザイン化について

協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ

理事長 金古 嘉喜

この度、コーポレーティブスローガン『未来創造デザインＣＩＴＹ』をより多くの皆様に

知っていただくため、当組合のロゴマークをデザインされた九州産業大学芸術学部名誉教授

河地知木 様にロゴマーク「オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ」とのデザイン一体化をお願いし、そ

の作品が完成しました。

これからは、名刺やポスター・封筒など様々な形でこの新デザインを活用し、オロシアムＦ

ＵＫＵＯＫＡの存在と当組合が目指す『未来創造デザインＣＩＴＹ』をさらに広報してまいり

ます。

第18回川柳コンテストのご案内
● テ ー マ ： フリー

● 提 出 方 法 ： メールまたはＦＡＸにて1名3点まで［前回の応募総数119作品］

　

メールアドレス：oroshi@mocha.ocn.ne.jp　FAX：092-622-2700

審査の際、ホームページへの掲載は先着順となります。

● 対 象 者 ： 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〉）

博多女子高等学校のみなさん

賞金の受取りに事務局へ来局可能な方に限らせて頂きます。

● 締 切 ： 令和4年2月25日(金)

● 表 彰 ： 最優秀賞　20,000円　優秀賞　10,000円　佳作　5,000円

最終選考作品　1,000円

①企業名 ②氏名 ③作品 をご記入の上、事務局にご提出下さい。

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

・応募作品一切の権利は当組合に帰属します

・入賞はお一人様一点に限ります

・応募作品数が一定数に満たない場合は、期間の延長、

または次回との合同審査になる場合がございます

・過去の作品もご覧ください https://www.foc.or.jp/
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新入社員向けセミナーのご案内
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・日　　時 令和4年4月1日(金)

　

14：00～15：00　記念講演　林田スマ氏

     「新社会人として、新しい自分創造を！」

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方もご参加頂けます。

2

・日　　時 令和4年4月4日(月)、5日(火)9：00～17：00

・開　　場 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「役割認識と仕事の進め方の基本」

      講師：久地石冨起子氏

2日目「ビジネスマナーの基本」

      講師：舩木孝子氏

(注1)新入社員オリエンテーション、ビジネスマナー研修全日程につきましてコロナ対策

 　　・マスクの着用、手指の消毒、検温のご協力をお願い致します。

 　　・間隔を2メートル開けて机1台に1名着席していただきます。

 　　・定期的に窓を開けての換気を行います。

    

(注2)新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、やむなく中止となる場合もございます。

13：30～14：00　新入社員オリエンテーション

:オリエンテーション

:ビジネスマナー研修

     を下記の通り実施し開催いたします。

賀詞交歓会 中止の報告
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当組合では、毎年1月に組合員の皆さまにお集まりいただき、新年を祝う「賀詞交歓会」を開

催しております。

今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から規模を縮小し開催を予定しておりまし

たが、新型コロナウイルス感染症の再拡大が懸念されるなか、皆さまのご健康と安全確保を最

優先に考えた結果、誠に残念ながら、令和4年の開催を見合わせました。

なお、中止に伴い、賀詞交歓会当日に配布させていただく予定でありましたご挨拶状とお年

賀の品を後日組合員の皆さまにお届けいたしました。



佳 作

応募作品数 109作品

応募企業数 18社

応 募 人 数 29名

最 終 選 考 作 品

69「ガンバレ阿蘇」
(協)福岡卸センター 村嶋 玲奈さん

64 「STAY HOME」
正晃㈱ 村山 哲子さん

11「ツリーハウス」
福岡女子大学 小嶺 岬夕さん

75「落葉」
㈱百田工務店 松谷 雅弘さん

優秀賞最優秀賞

20「高千穂の朝」
㈱コスモ綜合印刷 山内 義記さん
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作品はホームページをご覧下さい。
(協)オロシアムFUKUOKA URL : https://foc.or.jp

18 「御船山楽園　秋」 ㈱コスモ綜合印刷 山内義記 61 「嵐山の竹林」 フジメン㈱ 北原紀清

74 「慈恩の滝に射す光」 ㈱百田工務店 松谷雅弘 62 「紅の鳥居」 フジメン㈱ 北原紀清

5 「三日月山の夜明」 ㈱スギヤマ 杉山秀彦 2 「はい、チーズ！」 フォーサイト㈱ 山下珠美

59 「10円玉」 フジメン㈱ 北原紀清 70 「菊池渓谷」 (協)福岡卸センター 村嶋玲奈

96 「風鈴も下から見たら金魚鉢」 福岡女子大学 福岡桃花 3 「マイナスイオン」 ㈱カイタックファミリー 寺岡朋子

32 「父母ヶ浜の夕景」 ㈱ベック 釜堀市朗 90 「季節の朝食」 ㈱ベック 濱田理恵

26 「こら寝心地最高っす」 正晃㈱ 森部純 48 「空に雲」 NCY㈱ LEE IN SUK

12 「浄化」 福岡女子大学 小嶺岬夕 108 「雲と日差しと海」 NCY㈱ 中村光生

95 「しゃもじ猫」 福岡女子大学 福岡桃花 45 「天安河原」 ㈱釣王 谷山アキ

100 「友情の核」 ㈱スウィング 濵脇由紀 34 「空一面の羊雲」 ㈱ベック 釜堀市朗

63 「癒しの和苔」 フジメン㈱ 北原紀清 93 「秋の星空」 ㈱ベック 徐希承

33 「外海 の夕日」 ㈱ベック 釜堀市朗 55 「出発」 セムインターナショナル㈱ 奥裕介

16 「金鱗湖」 ㈱クリーンサービス 松本容一 89 「刻露清秀～御船山楽園～」㈱ベック 濱田理恵

88 「笑顔さえあればなんくるないさ～」㈱ベック 濱田理恵 44 「紅葉」 ㈱釣王 谷山アキ

105 「天空のお布団」 NCY㈱ 中村光生 （敬称略）



オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ流通研究会“第211回例会”

優勝は、株式会社エヴァ 取締役 山野 将由 氏

1.開催日 令和3年12月9日(木) 2.場所 ザ・クラシックゴルフ倶楽部 3.参加者 16名

第211回流通研究会に参加させて頂き、ありが
とうございました。

また、企画運営を行って頂けております津田
会長様他皆様方に心より感謝申し上げます。

今回の例会は、参加の皆様方の日頃からの行
いが素晴らしいことを絵にかいたような12月と
は思えない晴天に恵まれて、心地よくプレー出
来ました。

また、同組の平松支店長様、大森専務様、加
藤次長様に助けられながら、そして最後には株
式会社アビオスの田中社長様に譲っていただき
「優勝」という栄誉を頂きました。

これからも皆様への感謝を忘れず、プレーし
ていきたいと思います。

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
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【団体賞】

順　位 参加者名

 白石伸夫　田中道佳

 満山正明  友永勝三

 山野将由  平松毅一郎

 大森伸一  加藤丈雄

 田中良彦  梶木政伸

 田村康宏  村嶋猛弥

 八頭司正典  夏秋忠明

 津田征子  池田喜成

優　勝

準優勝

第3位

第4位

【特別賞】

ベストグロス賞 田中良彦

ドラコン賞 津田征子、白石伸夫、 田中良彦、 田村康宏

ニアピン賞 田中良彦、田村康宏

OUT IN GROSS H・D NET

優　  勝 山野　将由 55 49 104 31.2 72.8

準 優 勝 白石　伸夫 50 48 98 24.0 74.0

第 ３ 位 田中　良彦 37 38 75 6.0 69.0

第 ４ 位 八頭司　正典 49 51 100 25.2 74.8

第 ５ 位 平松　毅一郎 57 53 110 34.8 75.2

（敬称略）【個人成績表】

順　位 氏　名
ス　　　コ　　　ア



2021年 心に残ったスポーツ選手

Tanaka Yoshihiko

㈱アビオス 田中良彦
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世界の大谷選手は言うまでもありませんが、ゴルフ好きの私の一番は、昨年4月に日本人

初となるマスターズ制覇を成し遂げたプロゴルファー松山英樹選手をあげたい。

泣かない男が勝って初めて泣いたシーンはいまでも思い出すと胸が熱くなる。彼の元キャ

ディーの進藤氏曰く、悔し涙は何度も見たが12回の優勝経験で流した涙は1度も見たことが

ないと言っていました。そのくらいマスターズ制覇への思いが強かったということでしょう。

実況を担当していたアナウンサーと、解説の二人のベテランプロゴルファーの3人が感動し

て放送にならなかったシーンは一生私の記憶から消えないと思う。

感動ついでにもう一つ、マスターズに日本人が初めて出場したのは今から81年前で、最も

多くの出場回数は19回のジャンボ尾崎選手です。ただし、彼ら以上にオーガスタナショナル

の芝を踏んできた男がいる。その回数34回、ゴルフフォトグラファーカメラマン宮本卓氏で

ある。世界中の美しいゴルフコースを知る男、世界の一流プロゴルファーを撮ってきた男。

彼曰く、ここの美しさは別格であり、ここでトップに立つ選手の輝きは特別だそうである。

ジャックニクラス、タイガーウッズの全盛期を撮り続けてきたからこそ知る世界のトップの

凄さ、タイガーコールを知る彼だからこそ、頭の中には日本人が表彰台に上る姿が想像でき

なかったそうです。

ところが、2012年にアマチュア時代の松山君が、アジア勢として初めて表彰台に上った時

から、それは夢にさえなかったものが実現するかもしれないという希望へと変わっていった

そうです。すぐにその若武者は戦場を世界へと移します。どっしりと米国に腰を下ろしその

結果2016年世界ランク6位、2017年5位とそのランクを最高にあげるも、その頂へはあと一歩

のところで届かないのである。2018年24位2019年20位2020年は19位、彼のような逸材をもっ

てしても日本人には無理なのかとあきらめかけていた時の快挙です。今回の渡米は己の体力

的な衰え、コロナ渦であるがゆえの隔離期間や様々な障壁のわずらわしさから直前まで渡米

するかどうか迷ったそうです。そのかいあって、最終日トップでプレーする日本人選手の姿

が現実に彼の目の前で起きたのです。

しかし、このコースで最後までトップで走ることの難

しさを知る彼だからこそ、16番まで松山選手から離れら

れずにそばで見守っていたそうです。いよいよ優勝を確

信したとき18番ホールに先回りしたつもりが残念ながら

そこはすでに他国のカメラマンたちが陣取っていて彼の

入るスペースなど全くなかったといいます。あきらめか

けたその時、「hey!taku!please！」表彰台に上る日本

人を追い続けて毎年オーガスタナショナルに通い続ける

彼を知る、外国のカメラマン達がその大きな体を寄せ

合ってその日1番の最高の席をわざわざあけて用意して

くれたそうです。
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※燃料調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金は上記金額には含まれて下りません。 ※表記金額は税込金額となります。

九州電力で従量電灯B・従量電灯C・スマートファミリー

プラン・スマートビジネスプラン・電化でナイトセレクト22を

ご契約の方は料金がお得に！まずは確認を！！

100000

102000

104000

106000

108000

110000

112000

114000

九州電力 イデックスでんき

4人家族（約4,400kWh）

年間
約112,360円

年間
約▲4,770円

年間
約107,590円

41000

41500

42000

42500

43000

九州電力 イデックスでんき

一人暮らし（約1,740kWh）

年間
約42,840円

年間
約▲700円

年間
約42,140円

キャンペーンコード：CP000754を必ずご入力ください。

利用例

無料お試しシミュレーションできます！



子育て中のお母さんに読ん
でほしいエール本です。子育
てだけでなく男性と女性の脳
の違いなど人間関係にも活用
できる一冊です。

紹介者：前田みゆきさん (㈱フクダ商事)

息子のトリセツ

出版社：扶桑社
著 者：黒川伊保子

紹介者：田中幸喜さん (㈱立花マテリアル)

たったひとつのたからもの
息子・秋雪との六年

ダウン症、心内膜欠損症。
生まれてすぐに短命であると
の宣告を受けた我が子との六
年。今この時を精いっぱい生
きる事の大切さを感じられる
1冊です。

今月の本棚

2・3月の主な組合行事予定

私は日本人を情報音痴民族
だと思っています。その性癖
がどれだけ日本史上重大な失
策を重ねて来たのかを証明す
る作品としてご一読下さい。

紹介者：藤本顕憲さん (東部新興㈱)

消えたヤルタ密約緊急電
情報士官・小野寺信の孤独な闘い

出版社：新潮社
著 者：岡部 伸

出版社：文藝春秋
著 者：加藤浩美

先般亡くなられた巨星、立
花隆氏の初期の作品です。経
済(エコノミー)には、生態学
(エコロジー)の知見が肝要で
あるという慧眼に触れること
が出来ます。

紹介者：熊谷圭祐さん ((税)福岡中央会計)

思考の技術
エコロジー的発想のすすめ

出版社：中央公論新社
著 者：立花 隆

「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。

行事名

 法律相談

 法律相談

 流通センターまつり・mini

   3月 1日（火） 13：00～

   2月27日（日）  8：00～15：00

   3月11日（金）　9：30～

日時

   2月 1日（火） 13：00～

 理事会

 理事会  　2月10日（木）  9：30～


