
第34回フォトコンテスト 佳作
「空想世界」

福岡女子大学 国際文理学部 森田 千絵さん
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VOL.543

10 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/ >



応募作品数 124作品

応募企業数 10社

応 募 人 数 98名

第19回川柳コンテスト結果発表

122 ㈱スウィング
濵脇 由紀さま

13 フジメン㈱
原田 恵利子さま

オロシアム通信 2022.10 1

(協)
佳
作

11

㈱
ベ
ッ
ク

釜
堀

市
朗
さ
ま

54

博
多
女
子
高
等
学
校

杉
谷

香
恵
さ
ま

40

博
多
女
子
高
等
学
校

福
田
有
紗
さ
ま



オロシアム通信 2022.10 2

最 終 選 考 作 品

過去の入賞作品はオロシアムFUKUOKAのホームページにてご覧いただけます。
(協)オロシアムFUKUOKA URL：https://www.foc.or.jp/

≪敬称略≫

14 旅立つ日 たまには帰れと 母願う フジメン㈱ 原田 恵利子

121 「たしかに」は 便利な相槌 確かにね ㈱スウィング 濵脇 由紀

19 初恋も マスク外せば 興が冷め ㈱ベック 濱田 理恵

119 盆帰り 故人を偲びて 墓参り ㈱百田工務店 松谷 雅弘

2 まごがきて そのときうれし あときつし フジメン㈱ 櫻木 髙幸

9 仕送りで 絶対無いよ 誤送金 ㈱グリーンクロス 古庄 克仁

33 梅雨明けの 空の青さと 水たまり 博多女子高等学校 山口 夢月

93 燃えるけど ゴミには出せない 私の脂肪 博多女子高等学校 林　和空

57 待ち遠し マスク外して 笑える日 博多女子高等学校 益田 純怜

34 アルバムは マスク姿の 写真だけ 博多女子高等学校 柴尾 詩織

42 帰り道 園児ほほえむ 窓越しに 博多女子高等学校 川森 夢乃

82 また今度 信じた私が ばかでした 博多女子高等学校 手嶋 煌留

12 よっこらしょ そのまま動けず SOS フジメン㈱ 原田 恵利子

24 マスク取り あなたの笑顔 いつ見れる ㈱イシカワ 松崎 晃憲

117 五秒前 昂る緊張 櫛田入り ㈱スウィング 森永 香

31 ラムネ開け 濡れる私と 笑う姉 博多女子高等学校 細川 実桜

32 コロナ禍で あかぎれしみる アルコール 博多女子高等学校 花村 愛日

92 思い出は たまたま行けた 修学旅行 博多女子高等学校 伊藤 華純
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第41回福岡流通センターまつり

令和4年11月20日（日曜日） 雨天決行

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

共催：福岡市、福岡商工会議所 後援：粕屋町

協賛：多々良校区、若宮校区、松島校区の各自治協議会

地域の皆さまへ日頃の感謝を込めて、毎年開催しています「福岡流通センターまつり」も、

今年で41回目を迎えます。

ワゴンセール会場を設け、衣料品、寝具、雑貨、食品、靴やインテリアなど多くの商品をお

値打ち価格で提供いたします。

新型コロナウイルス感染症対策の為、マスクの着用・手指の消毒等にご協力ください。新型

コロナウイルス感染症拡大により中止となる場合がございます。

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



『還暦ゴルファーのつぶやき』 Yasuhiro Tamura

株式会社タムラ 田村康宏
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ゴルフの発祥は諸説あるが、文献に初めて登場するのは1457年にスコットランドのジェームス２世

が出したゴルフ禁止令で、貴族たちがゴルフにはまって武技弓術の鍛錬をサボるのが目に余り禁止令

が出されたという。スコットランドにある世界最古のゴルフ場「セントアンドリュースリンクス」は

聖地とされる。暇な貴族が毎日遊んでも飽きないように磨き上げられたから、それは究極に難しく、

究極に面白く完成したゲームだ。近年コロナ渦において屋外でソーシャルディスタンスを保てるス

ポーツとして再認識され、若者を中心にゴルファー人口が急増しているという。そんなゴルフの魅力

を、自分なりにまとめてみた。

【自然がフィールド】

ゴルフの最大の魅力は、広大な自然のフィールドが競技場であるということだ。そこには海・山があ

り、自然のあるがままに、広い空の下で変化する気候の中でプレイされる。初心者の頃は景色を見る

余裕もなかったが、自然を生かして造られたゴルフコースは非常に美しくアートでさえある。季節ご

との風景、草木の移り変わり、鳥や虫の鳴き声にリフレッシュできるアウトドア・スポーツだ。

【男女・年齢を問わない】

ゴルフは老若男女を問わず一緒に対等にプレイできるということ。プロの世界でも2021年の「全米プ

ロ」で50歳のフィル・ミケルソンが若い強豪選手たちを抑えて優勝した。こんなスポーツはゴルフ以

外にはない。それはつまり、ゴルフが高年齢までプレイできる生涯スポーツであるということでもあ

る。楽しみながら、1ラウンドで1～2万歩以上歩くことができるのもゴルフならでは。

【レベルなりの楽しみ方】

基本的に個人プレイなので、アマチュアは誰かと対戦するという訳でもなく、強いて言えば自分との

戦いである。初心者・上級者もそれぞれの楽しみ方があり、コツコツ練習して得る成果に達成感を味

わえる。また、ホールインは確率の世界なので、稀にではあるがプロのようなスーパープレイが体験

できることも他のスポーツにはない要素だろう。

【コミュニケーション】

ゴルフは基本4人で、同伴者と一喜一憂しながらコース

を回る。ほぼ半日、自然の中でリラックスしたコミュニ

ケーションが楽しめる。そのため、ゴルフを通じて家族・

友人や仕事関係など疎遠にならず付き合うことができる。

仕事上で始めたゴルフだったが、いつの間にかその魅力

にはまってしまった。30年後、90歳での「エージシュート」

を目標に頑張ろうと思う。



㈱コスモ綜合印刷 末若憲司
Suewaka Kenji

『忘れられない日』

最近の話。母と二人で住んでいる。ある日晩御飯を食べた後、一階リビングで横になり、

テレビをぼーっと見ながらウトウトし始めていた。23時過ぎ？二階から何度か呼ぶ声が聞こ

えた。力無さげな呼び方だった。ちょっとしてドアが開き、私に何か言ったが、半分眠りか

けていたため、（朝早かったので）要件も聞かずに眠ってしまった。

明け方目覚め、自室で二度寝しようと二階に上がると、ドアを開けたまま母はベッドの縁

にもたれ、「（私の名前）、腕が痛い」と言ったので、「どうした？」と訊くと、隣の部屋

で脚立に上り（何か作業をしていた）、バランスを崩し一メートル程（は無いと思うが）落

下。横にあったハンガーラックごと衣類の上に雪崩れかかった（絨毯の部屋で良かった）が、

その時右肩を痛め、右腕が上がらないと言う。「えっ、どっか行きたい病院あると？」と訊

いたら、「○○○○センター」と大病院の名前を出した。朝起きたらそこに連れて行こうと

思い、その病院の診療開始時間等一通り調べた。

暫くして一階に下り、「まだ痛い？」に「痛くて眠れんやった」。腕が痛くて動けないと

いうので、「救急車呼ぼうか？」と訊くとNo。その大病院は紹介状が無いと受診出来ない、

また家から近い方が良いと思い、車で15分くらいの(大)病院に予約の電話をしてみた。ここ

も紹介状が必要だという。

掛かり付けはあったが、直接行っても無下に断ることはないだろう（紹介状が無い場合は

別途お金が必要とHPに書いてあった）と思い、何とか着替えさせ、出発。9時前に病院に着

いた。受付に行くと、紹介状の事は言われたが、珍しく母が今どれほどの痛みで辛いかを訴

えた。別途料金はかかったが、本日外来の患者を診療する時間が取れるか確認してくれた。

受付アンケートに個人情報と症状を書き込み、受付係とのやり取りの後10分位で可能との

連絡があり、二階へ案内された。歩くのがきついというので車椅子をお借りし、形成外科の

受付に行った。診察の前に一人の女性医師が聴取に来た。暫くして診察室に通された。今度

は二人の女性医師で、再び症状の聞き取りから、骨折や脱臼の可能性があると、レントゲン

を撮るために一階へ。

結果は右肩の脱臼。骨折では無くほっとしたが、直ぐに手術(引っ張って関節を元に戻す)

を、かなり痛いので麻酔をして治すと言う。レントゲンと同じ場所へ。「引っ張る治療です

が、駄目な時は切開手術になり、その際関節の骨の一部が欠けてしまう可能性がある。」と

先程の女性医師。ヒヤヒヤしながら約30分、手術は成功し、麻酔から目覚めるまで少し時間

がかかるので二階で待つように言われた。更に30分位で目を覚まし、右腕の痛みも和らいだ

そうだ。別の男性医師（担当変更は女性医師より聞いていた）から術後の説明を受けた。関

節は一度外れると外れ易くなる事、右腕を固定するバンド（腰痛用のコルセットみたいな

物）の使用方法等や痛み止めの事。その医師との話で母の苦しみを理解し申し訳ない気持ち

で一杯になった。次回の受診日時を決め、診察室を出た。一階で支払いを済ませ、薬を買い、

車椅子を返却して病院を後にした。一人の患者にどれだけの医師が関わって治療して頂いた

のか、心より感謝申し上げます！

13時過ぎ帰宅するなり、母は「今日はすみませんでした」と言った。普段とは違う様子に

驚き、「ふん。」としか言えなかった。勿論出席予定の打合せをいくつかキャンセルしたか

らだが、素直な自分なら「いや、こっちこそ痛いのをずっと我慢させてしまい、申し訳あり

ませんでした」だ。

その日は久し振りに皿洗いをやった。翌日母はいつものようにおにぎりを作り送り出して

くれた（涙）。
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紹介者：亀川 悠さん (三和シヤッター工業㈱)

SPY×FAMILY

とある国のスパイのミッ

ションの為に作られた偽造

家族の物語。一度読んだら

一気に読んでしまいます！

娘のアーニャが可愛いです。

今月の本棚

出版社：集英社

著 者：遠藤 達哉

【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

限りある時間をどのように

考え、向き合っていくか。考

え方の参考に面白い内容でし

た。少し癖があります。

紹介者：鈴木 哲也さん (㈱SHAELE)

限りある時間の使い方

出版社：かんき出版

著 者：オリバー・バークマン

翻 訳：高橋 璃子

黒田官兵衛－稀代の軍師

軍師のルーツや福岡の地名

の由来などが分かり易く書か

れた本です。黒田官兵衛が大

好きな人にぜひ読んで欲しい

です。

紹介者：大江 晃史さん (㈱サンロマン)

出版社：神戸新聞総合印刷

編 集：播磨学研究所

「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 日時

 法律相談  10月 4日（火）　13：00～

 理事会  10月13日（木）　 9：30～

 法律相談  11月 2日（水）　13：00～

 理事会  11月11日（金）　 9：30～

 11月20日（日）

 開催・販売時間 8：00～15：00
 第41回 福岡流通センターまつり

10・11月の主な組合行事予定


