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流通センターまつり・春 開催のお知らせ

街づくり研究会・第２回本委員会開催のご報告

この度、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22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。

また、新型コロナウイルス感染症拡大により中止する場合がございますこと、予めご了承く

ださい。まつり中止の際はホームページでお知らせいたしますので、ご確認下さい。

オロシアム通信 2022.4 1

協同組合福岡卸センター 令和3年度第2回臨時総会

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：令和4年5月22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

HP

全国卸商業団地協同組合連合会による助成金制度を活用した“街づくり研究会”が昨年9月に

立ち上げられ、その後毎月開催された実務者研究会の研究成果を報告する本委員会が、2月23日

(水・祝)午後2時よりＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ天神スカイホール会議室において開

催されました。

当初は田園が広がっていた多の津地区は、その後の都市圏の

拡大に伴って住居や商業地としても機能しうる地区になってき

ており、未来に向け福岡市の発展にも寄与できるよう、時代や

業態の変化に対応した街づくり構想を策定しました。

協同組合福岡卸センターは、3月3日(木)10時より卸センター

会館3階会議室にて臨時総会を組合員34名(うち委任状提出11名)

出席のもとに開催いたしました。理事会から提出された議案全

て、原案通りに可決されました。

臨時総会において可決された議案

第1号議案 フリュウゲル21の具体的な処分方法について

第2号議案 減資について

第3号議案 定款変更について



(協)福岡卸センター令和4年度 正副ブロック長のお知らせ

会社名 役職 氏名 会社名 役職 氏名

A ㈱ヒデトレーディング 代表取締役 鈴木 哲也 ㈱侶丹 代表取締役 日永 裕章

B
㈱カイタック
　ホールディングス

支 店 長 小川 正道 ㈱イノウエ 代表取締役 宮原 茂直

C ㈱タムラ 代表取締役 田村 康宏 ㈱アルシュ 代表取締役 坂田 泰良

D ㈱アビオス 代表取締役 田中 良彦 ㈱ケイ・エス・デー 代表取締役 山部 賢治

E ㈱プロルート丸光 店    長 竹島 永鯉 音伍繊維工業㈱ 代表取締役 篠原 征吾

ブロック長 副ブロック長
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『旅の思い出』

わたしは大人になり、自分でお金を稼げるようになったことでやりたいこ

とを自由にできるようになりました。

わたしのやりたいこと、それは自分の目で色んな国を見て回ることです。

そのために働いてお金を貯めていると言っても過言ではないくらい。

今は海外に出ることは出来なくとも今まで行った先々の写真を見返すこと

で当時楽しいと感じた気持ちや思い出が戻ってきます。外に出られない今だ

からこそ写真を見て旅行気分を味わい、次はあそこに行きたいといつかの未
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Ishii Hikari

NCY株式会社 石井ひかり

来を想像して「今日も頑張ろう」と、前向きな気持ちになれる。好きなこと

をおもいきり楽しめるようになり、大人っていいなとしみじみ感じるように

なりました。

ここ数年、お家時間が増えて退屈してはいませんか？好きなことをする余

裕のない毎日になっていませんか？そんな方にこそ私の旅の思い出をシェア

したいです。

特に私のお気に入りはヨーロッパ。ドイツの可愛い街並みやお城、スイス

のきれいな空気と緑。イタリアのおいしい料理！

おすすめしたい場所はたくさんありますが、今回は普段あまり気にするこ

とのない路地裏の紹介をさせてください。観光地はたくさんあるのになんで

路地裏？と思うかもしれませんが、だからこそ世界の路地裏の魅力を知って

いただきたいのです。ヨーロッパの路地裏はどこを見ても思わず入っていき

たくなるほど。まるで物語の世界に迷い込んだかのようです。賑やかな大通

りから少し路地に入り込んだだけで時が止まっているかのようなシン・・・

とした空間は居心地がよくて時間を忘れてしまいます。

何もないただの路地裏でも、つい写真を撮りたくなってしまうくらいど

こを撮っても絵になるヨーロッパ。有名な観光地を見て回る合間にでも、

ガイドブックに載っていないような細道を通ってみるのも楽しいですよ！

いつか機会がありましたら路地裏散策をしてみませんか？その日を楽し

みに一緒に今を乗り切りましょう。



『教育現場だより オンライン編』
㈱アルシュ 坂田 祥子

Sakata Sachiko

私の仕事は英語講師です。現在3つの小学校で外国語活動を受け持っています。コロナ

のニュースばかりで気が滅入りがちですが、教育現場は止まりません。

今は学校も希望すればオンラインで授業が受けられるようになり、先生たちは対面と

オンラインのハイブリッドで授業を進めるというむずかしい状況で日々頑張っています。

オンラインレッスンは、子供がイヤホンをしない限り、家の生活音をすべて拾います。

突如鳴り響く野菜を刻む音。滝行のように水を流す音。お母さんがお兄ちゃんを叱りつ

ける怒鳴り声などなど。一番困ったのはお父さんが腹筋をする時の声。ほかの子供達は

「なんだなんだ」とざわつきだし、慌てて全員をミュートにします。

子供達はなんでも吸収するもので、この2年でオンライン授業の受け方が格段にうまく

なりました。なにも言わなくてもミュート（自分の音声を消す＝家の音を消す）ができ

るし、自分が発言する時は慣れた手つきでミュートを解除します。

対面とオンラインの両方がいるハイブリッド授業では、オンライン組を黒板に写して

クラスの仲間たちとの一体感を確かめ合う先生がいます。家にいたって教室にいる気分

を味わえてみんな笑顔になり、先生の底力を感じます。

しかしこれにはまた新たな問題が見つかりました。生徒たちはミュートで音を消す事

には成功しましたが、家族は普通に家にいるので不用意に写り込む事多数。

黒板いっぱいに写し出された画面に突如寝起きのお父さんが油断するにも程がある姿

で階段から降りて来た時、それまで笑っていたオンライン生徒は必死で手でお父さんを

隠してました。状況をわかっていないお父さんは陽気に息子に話しかけます。隠されて

いるのに。

オロシアム通信 2022.4 4

子供達はすべてに順応してさまざまな制約の

中でできる限り日常を楽しんでいる姿を頼もし

く感じます。一方一日も早くコロナが終息し、

ハイブリッド授業が終わる日を心から祈ります。
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当店の唐揚げは揚げたてをご提供しています。外はパリッと中身はジューシーな塩味の唐揚

げです。お客様からは「冷めても美味しい」と嬉しいお言葉を言っていただいています。

また、店頭では大将と親交のある競艇選手 峰隆太さんのアパレルブランド“ＯＮＥ”の実店

舗も併設しております。当店にしか置いてない限定商品もございますのでお立ち寄りの際には

ぜひご覧ください。毎週火曜日、木曜日11：45～13：00まで流通センター(株)アルシュ様前に

て、唐揚げ4個入りワンコインお弁当を販売しています。店頭、流通センターにて当店の唐揚げ

をお召し上がりいただけたら嬉しいです。

唐将（カラマサ） ☎080-3984-0141

・単品：100ｇ～もも唐揚げ 300円 むね唐揚 250円 ピリ辛タレ唐揚げ 350円

・砂ズリ 250円 ※単品メニューは個数、金額指定も承ってます

・弁当：もも唐揚げ弁当(5個入り) 580円 ※弁当は3個入りもあります

・ピリ辛タレ唐揚げ弁当 630円 チキン南蛮弁当 580円

・オードブル（3～4人前）3000円※前日もしくは受取時間2時間前までのご予約となります

おすすめメニューとお値段(税込）

唐 将



オロシアム通信 2022.4 6



人と人をつなぎ、モノと

モノをつなぐと化学反応が

起き、≪わらしべ長者≫の

法則が働く奇跡をビジネス

マン向けに書いた一冊です。

紹介者：坂本 稔樹さん (NPO法人九州プロレス)

人生に奇跡を起こす
わらしべ長者の魔法

全ての歴史と文化は道か

ら起こり、様々な偉人達が

歩いてきた。観光書に載ら

ない京の魅力がちりばめら

れ街を歩いた気分になれる。

紹介者：山本 周作さん （㈱三友国際)

京都 ものがたりの道

紹介者：江藤 健悟さん (㈱弘進テック)

黒牢城

死しても否応なく時間を

遡り、蘇る「死に戻り」の

能力。孤独と絶望を何度も

味わい乗り越えてゆく壮大

な異世界ファンタジー作品。

紹介者：大村 祥太さん (音伍繊維工業㈱)

Re：ゼロから始める異世界生活

有岡城の戦いが舞台の戦

国ミステリー。籠城中に起

きた事件を、荒木村重と牢

中の黒田官兵衛とで紐解く

展開は読み応えがあります。

出版社：KADOKAWA
著 者：米澤 穂信

出版社：東京ニュース通信社
著 者：元谷拓

出版社：角川書店
著 者：長月達平

今月の本棚

出版社：毎日新聞出版
著 者：彬子女王

4・5月の主な組合行事予定
(協)福岡卸センター

第52回通常総会のご案内
行事名

 令和4年度 新入社員
 オリエンテーション

 法律相談

 理事会

 企業対抗
 ソフトボール大会

 法律相談

 理事会

 流通センターまつり・春

 5月13日(金)  9：30～

 5月22日(日)
 開催・販売時間　8：00～15：00

 4月 8日(金)  9：30～

 5月10日(火) 13：00～

 4月10日(日)  8：30～

日時

 4月 1日(金) 13：30～

 令和4年度 新入社員
 ビジネスマナー研修

 4月 5日(火) 13：00～

 4月 4日(月)  9：00～
 4月 5日(火)  9：00～

(協)福岡卸センターは、5月27日

(金)10時00分より第52回通常総会

を開催いたします。ぜひご出席く

ださいますよう宜しくお願い申し

上げます。


