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9 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/ >



流通センターまつり・秋 開催のお知らせ

第41回福岡流通センターまつり

卸センター地域にて衣料品、寝具、食品、雑貨、寝具、靴、インテリアなど50社前後の出店

を予定しております。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。中止の場合は、公式LINE等にてご案内いたします。

日程：令和4年9月25日(日)8：00～15：00

会場内交通規制(車両通行止め）7：30～15：00

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

（協)オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ

共催：福岡商工会議所

今年も地域の皆さまへ日頃の感謝を込めて、「福岡流通センターまつり」を開催します！

地域の皆さんによる活動の発表会やワゴンセールなどを実施予定でございます。
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アクセスについて

無料シャトルバス（7：30～16：00）

天神日銀前 ＪＲ千早駅 ＪＲ吉塚駅 粕屋中央小学校前

来場者用駐車場 九州団地倉庫駐車場

有料（後払い） 1台１，０００円

開催日時について

令和4年11月20日（日曜日） 雨天決行

開催・販売時間 8：00～15：00 会場内 交通規制(車両通行止め) 7：30～15：30

※皆様の安全のために「販売時間厳守」にご協力をお願いいたします。

※新型コロナウイルス感染拡大等により、中止や延期になる場合がございます。予めご了

承ください。

来場者用駐車場が不足

しております。

公共交通機関または

無料シャトルバスの

ご利用にご協力お願い

します。



「(協)オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ 組合設立5周年記念」
感謝状を拝受しました

さる8月5日(金)に開催された(協)オロシアムＦ

ＵＫＵＯＫＡ理事会の席上にて、㈱商工組合中央

金庫(商工中金)様より当組合の設立5周年を記念し

て感謝状をいただきました。(協)オロシアムＦＵ

ＫＵＯＫＡが5年にわたり事業を継続できますのも、

組合員の皆様のご理解と皆様のご協力によるもの

と、あらためて深く御礼申し上げます。

 

献血結果の実績 

  

4 年 7 月 

（今回） 

4 年 1 月 

（前回） 

3 年 7 月 

（前々回） 

400ml 60 名 53 名 64 名 

不採血 

（割合） 

9 名 

（13％） 

7 名 

（12％） 

5 名 

（7％） 

合計 69 名 60 名 69 名 

さる7月21日(木)卸センター会館3階にて

「夏季献血」が行われました。

うだるような暑さの中、総計39社69名の

方にご協力いただき誠にありがとうござい

ました。

 ㈱明石ｽｸｰﾙﾕﾆﾌｫｰﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ  ｱﾄﾞｳﾞｪﾝﾁｬｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱  ㈱アビオス  ㈱アルシュ

 ㈱イノウエ  ＮＣＹ㈱  オノウン㈱  ㈱九州機工

 ㈱クレスト  ㈱ケイ・エス・デー  興信㈱  ㈱コスモ綜合印刷

 小竹正㈱  ㈱サンロマン  三和電子サーキット㈱  承天貿易㈲

 ㈱スギヤマ  助野㈱  高千穂倉庫運輸㈱  ㈱タムラ

 津田産業㈱  ㈱釣王  ㈱藤秀  ㈱西日本シティ銀行

 西日本物流サービス㈱  日本ビソー㈱  ㈲フィンテック  フォーサイト㈱

 ㈱福岡銀行  福岡デンタル販売㈱  フジメン㈱  ㈱北部輸送

 堀田丸正㈱  丸松セム㈱  ㈱百田工務店  ㈱リックスプランニング

 ㈱レイメイ藤井  (協)福岡卸センター  その他

献血にご協力頂いた企業

39社69名
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1. 開催日時 令和4年8月3日(水)9時～17時

2. 場 所 卸会館3階第2・3会議室

3. 講 師 一般社団法人 日本経営協会

舩木孝子氏

4. 参加者数 9社24名

新入社員ビジネスマナーフォローアップ研修会開催報告

参 加 者 感 想

株式会社 明石スクールユニフォームカンパニー

今年で社会人としては3年目を迎えますが、知らなかったことも多く、まだまだ未熟だと感じ

ました。今回の講義で特に印象に残っているのは2点です。

1点目は上司への相談についてで、相談をする時は事実と自分の意見を分けて伝えて、自分で

出した結論で良いかの確認をすることです。よく混ぜてしまうことを思い出しました。

2点目は雑談の重要性です。営業として働くうえで必須なスキルですが、目上の方との雑談に

苦手意識があります。ですので、日頃から天気の把握やホットなニュースは見ておくことを意識

して雑談力を高めたいと感じました。貴重な講義ありがとうございました。

株式会社 九装

今回の研修を受講して、前回の研修後に実行できていなかったことや忘れてしまっていたこと

を復習することが出来ました。

電話営業という部署に所属する身として、得意先の方々が不快に思わないような言葉遣いや、

クッション言葉を用いた柔らかな対応を意識して業務にあたりたいと思います。

また、社内・社外問わず良好な関係を作るためのコミュニケーションとして、言語のペーシン

グというものがあることを知りました。相手のペースに合わせて会話の流れを作る手法で、私も

今後身に付けていきたいと思いました。

株式会社 スウィング

私が特に印象に残った点はビジネスマナーとコミュニケーションについてです。

ビジネスマナーでは、特に電話対応やオンライン会議等対面で行わないので注意しなければな

らないと感じました。

コミュニケーションでは、ただ仲良くなるだけではなく仕事をスムーズに進める為にとても大

切なスキルなので、しっかりと身に付けたいと思います。そのためには相手の事を否定しない、

相手が何を求めているのかを考えて話を進めることが重要だと学びました。

今後はそのことを意識して、積極的にコミュニケーションをとっていきます。

セムインターナショナル 株式会社

今回の研修を通して、改めて新入社員として如何に行動するべきか、再確認することができま

した。

4月の研修では分からないことだらけで、学ぶことが多かったのですが、今回の研修では、前

回の研修で学んだことを活かしグループワーク等に取り組めたと思います。しかし、忘れていた

部分もあったので仕事の進め方や言葉遣い等、今回の研修で復習したことを忘れずにこれからの

社会人生活に活かしていこうと思います。

今回は貴重な研修を開いて頂き、ありがとうございました。
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オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ流通研究会“第213回例会”

㈱タムラ 社長 田村 康宏 氏

(7月13日(水) 芥屋ゴルフ俱楽部 14名参加)

【特別賞】

ベストグロス賞 田村康宏

ドラコン賞 白石伸夫、山野将由

ニアピン賞 香月清、鈴木樹雄、村嶋猛弥

OUT IN GROSS H・D NET

優　勝 田村　康宏 41 46 87 13.2 73.8

準優勝 池田　喜成 49 45 94 19.2 74.8

第３位 八頭司　正典 50 49 99 24.0 75.0

第４位 香月　清 43 46 89 13.2 75.8

第５位 田中　道佳 49 49 98 21.6 76.4

（敬称略）【個人成績表】

順　位 氏　名
ス　　　コ　　　ア

協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡは、令和4年9月28日(水)11時00分より卸センター会館

(福岡市東区多の津1丁目7-1)にて第6回通常総会を開催いたします。

今回の総会も、新型コロナウイルス感染拡大に鑑み、「委任状」出席に加えて「書面決議」

参加もできますので、ぜひご検討ください。

(協)オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ 第6回通常総会のご案内
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炎天下でのハードなゴルフでした

が、同伴の皆様のおかげで良いプレ

イができ、運良く初優勝となりまし

た。

この1年間費やしてきたスイング改

造の成果がちょこっとだけ実ってき

たかと、人知れず喜びを噛みしめて

います。

たいへん気さくで楽しい流通研究

会です。



ＪＲ福北ゆたか線・福岡市地下鉄
接続４ルート案試算を県が報告

地下鉄空港線と福北ゆたか線の接続については、平成28年7月に「JR長者原駅・福岡

市営地下鉄福岡空港駅接続促進協議会」が発足、10万人の署名を集め関係先に提出し

た結果、昨年には福岡県による基礎調査が行われ、この度、7月には福岡県より四つの

ルート案や需要予測などをまとめた調査結果が報告されました。

これによると、四つのルートで接続した場合、所要時間はこれまでの博多駅乗り換

えによる30分から15～23分ほど短縮され、建設投資効果や新駅を設置することによる

建築投資効果、新駅整備に伴う効果などが見込まれています。

今後は、この調査結果を基に沿線自治体などと協議を進め、事業主体や資金調達手

法、利用促進策などによって実現の可能性がさらに検討されることとなります。
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福岡県：福岡市地下鉄空港線とJR福北ゆたか線の接続に関する基礎調査より抜粋



☎ 092-611-3911

・からあげ弁当4個入り(モモ+ムネ)520円 ・チキン南蛮弁当(日本一受賞)580円

・鶏笑弁当(モモ1個･ムネ1個･チキン南蛮1枚) サービス価格700円

・骨なしミックス3個300円 6個600円 9個900円(ムネ2：モモ1）

おすすめメニューとお値段(税込）

からあげ専門店 鶏笑 松島店

からあげ専門店 鶏笑 松島店

当店は国産若鶏100％を使用した中津からあげ専門店です。唐揚げの単品やお
弁当は注文を受けてから、揚げたてでご用意いたします。是非一度【からあげ
グランプリ】しょうゆダレ部門、チキン南蛮部門で最高金賞を受賞した本格唐
揚げをお試し下さい。
※毎週木曜日と金曜日は、セムインターナショナルさん横の駐車場で11：30～
お弁当の販売をしています。
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紹介者：石井 ひかりさん (ＮＣＹ㈱)

大人なら知っておきたいモノの言
い方 サクッとノート

要点がまとまっているた

め、ちょっとした時間の合

間を使ってビジネスで役立

つ言葉が身につく読みやす

い一冊です。

今月の本棚

出版社：永岡書店

著 者：櫻井 弘

行事名 日時

 理事会  9月 6日（火） 9：30～

 法律相談  9月 6日（火）13：00～

 9月25日（日）

 開催・販売時間 8：00～15：00

 法律相談 10月 4日（火）13：00～

 理事会 10月14日（金） 9：30～

9・10月の主な組合行事予定

 流通センターまつり・秋

（協）オロシアムＦＵＫ
ＵＯＫＡ第6回通常総会

 9月28日（水）11：00～

第35回フォトコンテスト

テ ー マ

提出方法

対 象 者

表 彰

締 切

【３ステップ！スマホで応募】

①ＱＲコードを読み込む

②必要事項を入力

③応募する写真を添付して送信

フリー

①所属先②氏名

③タイトル（全角10文字以内）

をご記入の上、データ（メール可）または写

真をご提出ください。

応募点数は1名5点まで。

メールアドレス：oroshi@mocha.ocn.ne.jp

会員企業従業員（その家族含む）及び関係者

九州産業大学生（芸術学部、九州産業大学造

形短期大学部の方はご遠慮ください）、福岡

女子大学生

※賞金の受け取りに事務局へ来局が可能な方

に限らせて頂きます。

最優秀賞（1点） 20,000円の商品券ほか

令和4年10月25日（火）まで

※ご応募の際の注意事項は当組合ホームページをご参照ください。

同じ内容でも、相手を納得

させるか不安にさせるかは話

し方次第。精神科医である著

者が、シーン別にコツを伝授

してくれます。

紹介者：神永 恭子さん ((協)福岡卸センター)

人の心をギュッとつかむ話し方
81のルール

出版社：集英社

著 者：斎藤 茂太

運転者
未来を変える過去からの使者

よくある人生を生きるため

の、自己啓発的な本ではあり

ますが、改めて自分の生き方

について気づかされるものが

多い本です。

紹介者：鈴木 哲也さん (㈱ＧＲＩＭＭ)

出版社：ディスカヴァー・トゥエンティワン

著 者：喜多川 泰

「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。


