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協同組合福岡卸センター・協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ主催、福岡商工会議所共催によ

る『春の流通センターまつり』を5月22日(日)に開催し、大盛況のうちに終えることができまし

た。朝早くから販売終了時間まで、お目当てのものをワゴンセール会場で購入されている方や飲

食ブース・休憩所では、美味しいお食事を楽しんで頂いている方で、会場は終日大賑わいでした。

今回は福岡商工会議所の会員様にもご出店いただきました。

今回の開催に際して、準備や当日の運営にたくさんのご協力・ご支援を賜り、心より感謝申し

上げます。以下、当日の詳細をご報告いたします。

流通センターまつり・春 開催のご報告
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㈱I・TOMO ㈱アイル・ジャパン ㈱明石ｽｸｰﾙﾕﾆﾌｫｰﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ ㈲アクア

㈱エス・アイ・エス ＮＣＹ㈱ エンジェルI㈱ ㈱ｶｲﾀｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

九州団地倉庫(協) ㈱クレスト （同）栗山 ㈱CBS日本

㈱ジャストタイム24 ㈱スウィング セムプランニング㈱ (医)辻内科クリニック

津田産業㈱ ㈱トライアルカンパニー ㈱ネクスト ㈱バリュープロダクト

㈱肥後産業 ㈱ヒデトレーディング ㈲フィンテック フジメン㈱

丸松セム㈱ ㈱ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｹｱｾﾝﾀｰ ㈱百田工務店 ㈲ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ九州

㈱リブ 福岡流通警備保障㈱ ㈱侶丹 和信産業㈱

会場提供に協力いただいた企業様（駐車場移動含む）・・・・32社



第19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52作品］

　

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

ＱＲコードで簡単にご応募も出来ます

①右側のＱＲコードを読み込む

②必要事項を入力

③応募作品を入力して送信

● 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

● 締 切 ： 令和4年7月25日(月)まで

● 表 彰 ： 最優秀賞(1点)　20,000円の商品券　ほか

● 問い合わせ先 ： 協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ 事務局

住所：福岡市東区多の津1-7-1　　ＴＥＬ：092-622-2711

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。

※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。

・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

・過去の作品もご覧ください　

　https://www.foc.or.jp/

【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　　

コンテスト審査員の登録について

さて当組合では、福利厚生の一環として、「フォトコン

テスト（春・秋 年2回）」と「川柳コンテスト（夏・冬

年2回）」「コーポレーティブスローガン等」を開催して

おります。

コンテストの審査内容について、ご応募いただいた全作品

をホームページに掲載した上で会員企業の皆様には審査・

投票をお願いしております。コンテスト審査員（1社につ

き最大3名）の登録がお済みではない会員企業様は、オロ

シアムＦＵＫＵＯＫＡ事務局〔TEL：092-622-2711〕まで

ご連絡ください。
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オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ流通研究会“第212回例会”

㈱イデックスリテール福岡 課長 梶木 政伸 氏

（4月13日(水) 古賀ゴルフクラブ 16名参加）

第212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

ざいました。数日前の天気予報では大雨の予想でしたが、津田会長様及び参加メン

バー様のお力で天気も問題なくなり、難コースの古賀ゴルフクラブでの開催でありま

した。

同組メンバー様の田村社長様、平松支店長様、田中支店長様に恵まれ、ダブルペリ

アのハンディキャップが綺麗にはまり優勝することが出来ました。

毎回企画運営していただく津田会長様、役員の皆様方に心より感謝致します。

【特別賞】

ベストグロス賞 香月清

ドラコン賞 田中政嗣、大森伸一

ニアピン賞 池田善成、香月清、梶木政伸

OUT IN GROSS H・D NET

優　  勝 梶木　政伸 50 50 100 26.4 73.6

準 優 勝 八頭司　正典 54 53 107 32.4 74.6

第 ３ 位 香月　清 47 48 95 19.2 75.8

第 ４ 位 江里口　正光 49 50 99 22.8 76.2

第 ５ 位 白石　伸夫 51 51 102 25.2 78.8

（敬称略）【個人成績表】

順　位 氏　名
ス　　　コ　　　ア
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☎ 092-621-5848

チキン南蛮定食 880円

青椒肉絲定食 880円 油淋鶏定食 880円

麻婆豆腐定食 880円 八宝菜定食 880円

おすすめメニューとお値段(税込）

中国料理 礼楽

中国料理 礼楽
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㈱サンロマン 津田 真二
Tsuda Shinji

『Ｙｏｕはなぜ犬を飼ってるの？』

最近、ＳＮＳで発表されていますが、飼い主がすぐに分かるよう、

犬や猫にマイクロチップの装着を義務づける改正動物愛護管理法

を施行されることになりました。昨年度、保健所などで殺処分された

犬や猫は2万3000匹で、過去最少となりましたが、環境省によりま

すと、2020年度に全国の保健所や動物愛護センターに飼い主が

持ち込んだり、所有者が分からず引き取られた犬や猫は、およそ7

万2000匹いました。このうち、半数以上のおよそ4万匹が譲渡会な

どで新たな飼い主などに引き取られています。

殺処分されたのは合わせて2万3000匹で、うち犬がおよそ4000

匹、猫が1万9000匹でした。10年前と比べると殺処分の数は10分

の1程に減少し、過去最少だそうですが、、、。

「休日何してますか？」「家に帰ったらどうしてます
か？」と聞かれたら、「犬と一緒にだらだら」、「犬の散
歩。」と答える方は、愛犬家には多いと思います。2021年度
の飼育数は、犬710万6千頭（猫：894万6千頭）です。最近は、
猫の飼育数が増えてきているようですね。飼っている方に
とっては家族同然の存在です。
では、なぜ人は犬や猫を飼うのでしょうか？

・生活の役に立つから
・ステータスになるから
・子どもの教育になるから
・共に暮らす家族がほしいから
・愛おしい存在だから
ですね。当たり前のことですが、上記の理由だけではなく、
家族同然と捉える犬を飼育する人の責任もあります。

最近は、ＳＮＳなどでも保護活動をしている団体や芸能人の投稿が増えてきました。
坂上忍さんの保護保護施設の話なども耳にした方もいると思います。発信力がある芸能
人の方が力を発揮されるのは素晴らしいことです。私は、特に、お役所、政治家にもＰ
Ｒ発信している杉本彩さんの活動をいつも応援しています。

・杉本彩さん｜公益財団法人動物環境・福祉協会Eva 理事長
・滝川クリステルさん｜一般財団法人クリステル・ヴィ・ア
ンサンブル 代表理事
・SEKAINO OWARIさん｜動物殺処分ゼロプロジェクト活動支援
「ブレーメン」
・ローラさん｜UNIプロジェクト
・浅田美代子さん｜Tier Love（ティア・ラブ） 実行委員会
代表
そういう私も大の愛犬家のひとりです。小学生から犬を飼

いだし、大学生時代以外、ずーっと今でも犬を飼育していま
す。ペットショップで犬を飼ったことはありません。拾われ
た犬や保護犬ばかりにご縁があり、一緒に過ごしています。

人はなぜ犬を飼うのか？あなたはなぜ犬を飼うのか？最近のウクライナとロシアの戦
争でも、映像に、ペットと一緒に避難している映像を見ると心が痛みますね。いつまで
も愛犬と一緒に人生を過ごしていきたいものです。
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事務局からのお知らせ
（ホームページ内 組合員企業検索の利用方法について）

ホームページリニューアル後、組合員企業のページでは、「検索機能」がご利用いただけ

ます。

まず、トップページのメニュー[①]から

組合員企業[②]をクリックします。

組合員企業のページには、検索機能[③]

として、「50音順」「業種別」「取扱商品

・取扱内容」がありますので、いずれか検

索したい項目から一つ指定の内容を選択す

ると、該当される企業が表示されます。

当組合のホームページは、パソコンだけでなく、スマートフォン・携帯電話からも見やす

く表示がされるように工夫しておりますので、ぜひご利用ください。

農業 建設業 製造業 運輸業 卸売業

小売業 金融・保険業 不動産業

飲食業・宿泊業 医療・福祉 その他

総合衣料 婦人服 紳士服 子供服 肌着類

学生服 呉服 靴 雑貨・カバン・装飾品

インテリア・寝具 一般用食品 業務用食品

酒類・飲料 食用油・調味料 菓子

自然食品 日用品 文具・事務機・OA機器

計量器・計測器 機械・工具 建設資材

建材・材木 医薬品・化学薬品 塗料・溶剤

石油製品 包装資材・紙加工製品 自動車・

タイヤ 保険業務 不動産販売 不動産管理

飲食福祉機器 医院・クリニック

スポーツ用品・アウトドア用品 その他

～検索機能～
1.「50音順」ア行～ワ行
2.「業種別」11業種

3.「取扱商品・取扱内容」35種類

※上記画像はスマートフォンの画面表示例です
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トップページ

組合員企業のページ



新年度は、出会いの増える

季節です。楽しく会話できる

秘訣が満載されています。仕

事でもプライベートでも大き

く好転しそうです。

紹介者：礒田 幸一郎さん (㈱西日本総合保険)

人は話し方が9割

紹介者：畔上 拓也さん (ビジネスレザーファクトリー㈱)

9割の社会問題は
ビジネスで解決できる

ソーシャルビジネスの真髄

が掲載されています。ビジネ

スレザーファクトリーも紹介

されています。

今月の本棚

「三流は曖昧に説明し、二流

は詳しく長く説明し、一流は

どうやって説明する？」説明

が長いと言われた事がある方、

必読です！

紹介者：山下 美沙さん ((協)福岡卸センター)

説明の一流、二流、三流

出版社：明日香出版社

著 者：桐生稔

出版社：PHP研究所

著 者：田口一成

オロシアム通信５月号掲載記事について

出版社：すばる舎

著 者：永松 茂久

行事名

 法律相談

 理事会

 法律相談

 理事会

  7月 5日 （火）　13：00～

  7月 8日 （金）　 9：30～

  6月 7日 （火）　13：00～

  6月10日 （金）　 9：30～

日時

6・7月の主な組合行事予定

オロシアム通信5月号2Pに掲載いたしました、

第44回企業対抗ソフトボール大会の結果につい

て、一部誤りがございました。

正しい結果は、左記の通りです。大変申し訳ご

ざいませんでした。


