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理事長 金古 嘉喜
Yoshiki Kaneko

協同組合福岡卸センター 第52回 通常総会

理事長 金古 嘉喜
Yoshiki Kaneko

ごあいさつ

この度、5月27日に開催された第52回通常総会並びに理事会にて、再び理事長に選出さ

れました。これより2年間、どうかご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いします。

さて、令和4年度も新型コロナウイルス感染症の影響の下にスタートすることとなり、

その後、感染者数が漸減する中、行動制限も段階的に緩和されコロナ対策と日常生活の両

立を図る状況です。経済面においては、ガソリンや食料品、原材料等をはじめとする諸物

価の高騰による家計消費回復の遅れが懸念されます。

この様な状況下、当組合では、フリュウゲル21売却後に迎える組合の収益強化策を検討

する事が喫緊の課題と考えられます。また、昨年度に街づくり研究会が取りまとめた『街

づくり基本構想』を基に、ブロック会を開催することで皆様からご意見を賜り、当地が持

つ好立地など潜在的な価値を最大限に引き出す具体的な計画を策定する次のステップへと

進めていきたいと思います。

組合員全員参加で知恵と力を出し合い、地域の活性化・街の未来を創造し、組合員の発

展に寄与するよう努めてまいりますので、どうかご協力の程よろしくお願い致します。

《課題目標》

（1） 公共交通鉄軌道の乗り入れ・誘致活動

（2） 当地区のさらなる規制緩和の実現（街づくり構想の策定）

（3） 周辺地域の整備への取り組み

協同組合福岡卸センターは、5月27日(金)10時よ

り卸センター会館3階会議室にて第52回通常総会を

組合員33名(うち委任状提出8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。

総会において、令和3年度の事業・収支報告・剰

余金処分案承認の後、令和4年度事業計画では、卸

商業団地機能向上支援事業を活用して「機能活性

化に向けた街づくり基本計画策定」に取り組むこ

とを承認いただきました。
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理事長 百田 篤
Momota Atsushi
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● 日 時 7月21日（木）

9：30～11：30 12：30～15：30

● 場 所 卸センター会館 第2・3会議室

● 対象者 体重：男女とも50㎏以上 年齢:18歳（男性は17歳）～69歳

（ただし、65歳以上の方については、60歳以降に献血経験がある方）

● 注意事項の詳細は左のQRコードより福岡県赤十字血液センターの

ホームページをご参照ください。

● ご予約頂けるようになりました。献血のご経験のある方は右のQR

コードよりご登録後、ご予約頂くことでポイントが貯まります。

就任理事のご紹介

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

㈱スギヤマ
杉山 秀彦

Sugiyama Hidehiko

理 事 理事(再任)広報・IT委員会 委員長理事(再任)広報・IT委員会 委員長

㈱サンロマン
津田 真二

Tsuda Shinji

理 事

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

㈱イシカワ
石河 勲

Ishikawa Isao

理事(再任)広報・IT委員会 委員長

理事(再任)広報・IT委員会 委員長副理事長

㈱アルシュ
坂田 泰良

Sakata Yasunaga

理事(再任)広報・IT委員会 委員長理事(再任)広報・IT委員会 委員長理事(再任)広報・IT委員会 委員長
㈱アビオス

田中 良彦
Tanaka Yoshihiko

理 事

監 事
理事(再任)広報・IT委員会 委員長
㈱石蔵商店

石蔵 利治
Ishikura Toshiharu

理事(再任)広報・IT委員会 委員長
興信㈱

谷岡 源信
Tanioka Motonobu

監 事

理事(再任)広報・IT委員会 委員長理事(再任)広報・IT委員会 委員長理事(再任)広報・IT委員会 委員長
フォーサイト㈱

金古 嘉喜
Kaneko Yoshiki

副理事長

理 事

監 事

≪予約について≫≪注意事項について≫



協同組合 オロシアムFUKUOKA おふぃす通信

● 代 表 者 名 ： 松永敬子

● 本 社 所 在地 ： 福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻957-3

● T E L ： 092-931-7401

● F A X ： 092-931-7383

有限会社 馳
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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に来局可能な方に
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　　



最 終 選 考 作 品

佳 作

21「初夏の眺め」
㈱コスモ綜合印刷 山内 義記さん

優秀賞最優秀賞

68「入学式の朝」
NPO法人九州プロレス 黒木 澄代さん

応募作品数 98作品

応募企業数 22社

応 募 人 数 36名

13「空想世界」
福岡女子大学 国際文理学部

森田 千絵さん

27「家族－福間海岸－」
㈱クリーンサービス

松本 容一さん

45「はじめての花見」
㈱立花マテリアル
宮永 尚美さん

12「コロナをやっつけろ」
㈱ベック

釜堀 市朗さん
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67 「ちょっと休憩」 NPO法人九州プロレス 黒木澄代 47 「お外行きたいな～」 ㈱立花マテリアル 宮永尚美

19 「有明海」 ㈱コスモ綜合印刷 山内義記 17 「可憐に咲く蓮」 福岡女子大学　国際文理学部 江頭莉緒

28 「さくら色の博多駅」 ㈱クリーンサービス 松本容一 49 「九大の森」 (協)福岡卸センター 村嶋玲奈

78 「A列車で行こう」 ワーゲン㈱ 川嶋ルミ子 60 「魚は釣れないけど癒される」 フォーサイト㈱ 葉山克己

7 「ファーストコンタクト」 正晃㈱ 今泉健太郎 84 「新緑の多の津公園」 ユースタイル㈱ 加納剛

77 「光の二重奏」 ワーゲン㈱ 川嶋ルミ子 87 「シャボン玉飛んだ～♪」 (協)福岡卸センター 坂本貴義

89 「浮羽稲荷」 (協)福岡卸センター 坂本貴義 90 「貴方だけを見つめて」 (協)福岡卸センター 坂本貴義

65 「ジャーンプ‼」 NPO法人九州プロレス 黒木澄代 35 「しだれ桜と五重塔」 大高建設㈱ 中山弥生

92 「きっといい事がある」 フォーサイト㈱ 松尾徹 57 「粕屋町の憩い」 フジメン㈱ 櫻木高幸

76 「静寂の花」 ワーゲン㈱ 川嶋ルミ子 75 「何？」 ワーゲン㈱ 川嶋ルミ子

91 「睡魔せん」 ㈱イシカワ 深井由加里 80 「福間海岸の風景」 ㈱クリーンサービス 松本容一

24 「新生活」 福岡女子大学　国際文理学部 西川優 11 「晩夏を映す」 ㈱ベック 釜堀市朗

16 「藤繚乱」 福岡女子大学　国際文理学部 江頭莉緒 53 「コロコロぎゅー」 ㈱釣王 谷山アキ

9 「ゴジラ現る」 ㈱ベック 釜堀市朗 1 「苺🍓」 ㈱イノウエ 佐藤誠

96 「おれんじ。」 ㈱スウィング 濵脇由紀 8 「コロナ退散！福は内！」 ㈱ベック 釜堀市朗

3 「小樽の夜②」 福岡女子大学　国際文理学部 鄭
じょん

　宙
じゅ

理
　り

93 「さくらじま。」 ㈱スウィング 濵脇由紀

20 「ただただ眠い」 ㈱コスモ綜合印刷 山内義記 （敬称略）



『 原 点 回 帰 』
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Kei Fujimoto

フジメン株式会社 藤本 圭

そんな思いをかかえてたどり着いた約束の地。まずはいつものこと

ながら外宮の参拝からはじまります。鳥居を抜け玉砂利を踏みしめる

足音が心地よく、澄みきった清々しい空気が心身を包み込んでくれま

した。

参拝を終え内宮へと向かいます。五十鈴川のせせらぎは悠久の時間

を刻み、境内にそびえ立つ杉の巨木が天空へと向かう姿は私たちの希

望のようにも思え、あらためて生きる力を奮い立たせてくれるような

気がします。身の引き締まる思いと、どこからやって来るのかわから

ない包容力と安心感につつまれ本殿での拝礼は終わりました。

時代は繰り返すと言いますが、追い打ちをかけるように世界では

戦火が広がり今もなお収束の気配がありません。禍を乗り越えた向

こう側にはどんな世界が広がっているんだろう。ふとそんなことを

考えながら帰路につきました。

こんな毎日でしたが希望の知らせもありました。この日の前日、

今年2月に産まれた初孫に会うことができました。ときおり浮かべ

る笑顔がたまらなく愛おしく健やかな成長を祈るばかりです。

今年のGWは原点へと立ち返る旅路となりました。どうかまた慎ま

しく平穏な暮らしを取り戻すことができますように。

約３年ぶりに伊勢神宮へ足を運ぶことができま

宿泊地の京都から車を

GW真只中の令和4年5月1日、約3年ぶりに伊勢神宮へ足を運ぶことが

できました。この日の関西地方は朝からあいにくの雨模様、宿泊地の

京都から車を走らせ伊勢へと向かいました。

神宮到着は午後2時ごろ。すっかり雨もやんで雲の切れ間から青空

がのぞいています。振り返ってみれば昨今のコロナ禍でこれまでの当

たり前が当たり前でなくなり、それをきっかけに防疫や衛生対策のみ

ならず様々な常識がうねりを上げて変化していきました。

はじめて経験する移動制限もそのひとつで、行きたいところへ自由

に行くことがままならず、会いたい人に会えない日常を想像したこと

はなかったです。それに伴う閉塞感は人の心にも大きな影を落とし、

今もまだその渦中で長く続く不透明な世界を手探りで歩みを進めているように感じます。
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2003年発刊。「人生でぶ

つかる問題に正解はない。

とりあえずの答えがあるだ

け。」公私で悩んだ時、心

が軽くなります。

紹介者：右田 教史さん (㈱福岡銀行)

バカの壁

FIRE達成した芸人、厚切

りジェイソンの資産形成に

関する書籍です。節約、資

産運用、投資術等資産を増

やす方法が書いてあります。

紹介者：原 謙二さん （福岡デンタル販売㈱)

ジェイソン流 お金の増やし方

紹介者：城田 敏治さん (福岡流通警備保障㈱)

経済は世界史から学べ！

麻雀＝男が多い中、一人

の女性が麻雀が大好きにな

りプロになる迄の経過と、

なってからの過程を描いた

興味深いノンフィクション。

紹介者：村上 和身さん (㈱フォー・Rame)

渚のリーチ!

幅広い時代を巡り、世界

史と絡めて経済の解説がさ

れていることから、読みや

すく経済の大枠を学ぶこと

ができる一冊です。

出版社：ダイヤモンド社
著 者：茂木 誠

出版社：新潮社
著 者：養老孟司

出版社：河出書房新社
著 者：黒沢 咲

今月の本棚

新入社員ビジネスマナー

フォローアップ研修会のご案内

出版社：ぴあ
著 者：厚切りジェイソン

1.日 程 令和4年8月3日(水)9：00～17：00

2.会 場 卸センター会館 会議室

3.講 師 一般社団法人日本経営協会 舩木孝子氏

4.受 講 料 1名につき2,000円(昼食、テキスト代含む)

5.目 的 入社4ヶ月を経て自分自身の職場での言動

を振り返り、さらなるステップアップを

目指し仕事遂行能力の向上のために具体

的な行動等の変容をはかること

新型コロナウイルス感染対策を実施し、開催の準備を

進めておりますが、状況によりましては中止となる場合

がございますことをご了承下さい。

「健康セミナー」開催

行事名 日時 行事名 日時

 法律相談  7月 5日（火）13：00～  法律相談  8月 2日（火）13：00～

 新入社員
 フォローアップ研修

 健康セミナー  7月14日（木）18：00～  理事会  8月 5日（金） 9：30～

 夏季献血  7月21日（木） 9：30～

 理事会  7月 8日（金） 9：30～  8月 3日（水） 9：00～

7・8月の主な組合行事予定

〇テ ー マ 「誰でもできる！今すぐできる！

スロージョギング」

〇講    師 一般社団法人　スロージョギン 

グ 協会  水原　博而　氏

〇開催日時 令和4年7月14日(木)18:00～

約1時間 

〇場    所 卸センター会館　3階　会議室

〇参 加 費 無　料

〇問 合 せ 卸センター事務局 (☎622-2711)


