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11月20日(日)に「第41回福岡流通センターまつり」を開催いたしました。早朝からたくさんの

お客様にご来場いただきワゴンセール会場、メイン会場ともに大盛況のうちに終えることができ

ました。地域の皆さまを中心に楽器演奏・ダンスなどが行われ、会場はさらに盛り上がりました。

開催に伴い、準備や当日の運営にご協力いただきました企業、ボランティアスタッフの皆様、

誠にありがとうございました。

主催：福岡流通センターまつり実行委員会

㈱アイル・ジャパン アッサンブラージュ㈱ ㈱アビ

オス ㈱アルシュ ㈱イシカワ ㈱イデックスリテール

福岡 ㈱九装 ㈱クリーンサービス ㈱ケイ・エス・

デー ㈱コスモ綜合印刷 小竹正㈱ ㈱サニクリーン

九州 ㈱サンロマン ㈱商工組合中央金庫 承天貿易

㈲ ㈱スギヤマ 助野㈱ 男爵 筑前 (医)辻内科ク

リニック ㈱富永工芸 西日本鉄道㈱ 土井営業所 ㈱

西日本シティ銀行 流通センター支店 ㈱西日本総合保

険 福岡外商(協) 博多女子高等学校 東福岡自動車

学校 ㈱ヒデトレーディング フォーサイト㈱ ㈱福

岡銀行 福岡流通センター支店 福岡流通警備保障㈱

福岡流通センター内郵便局 ほっともっと多の津店

マーシャル青山 舞松原不動産㈱ 丸松セム㈱ ㈱百

田工務店 ㈱流通自動車整備工場 ㈱レイメイ藤井

(協)福岡卸センター

㈱アイル・ジャパン ㈱アビオス

㈱アルシュ ㈱イノウエ NCY

㈱ エンジェルI㈱ ㈱グリーン

クロス 興信㈱ ㈱五栄ビジネ

ス・エージェント 小竹正㈱ ㈱

サンロマン 承天貿易㈲ ㈱秦貴

㈱スウィング ㈱スギヤマ セム

インターナショナル㈱ ㈱西日本

シティ銀行 ㈱西日本総合保険

㈱博運社 ㈱ヒデトレーディング

フォーサイト㈱ ㈱福岡銀行 福

岡流通警備保障㈱ ㈱古荘本店

舞松原不動産㈱ 丸松セム㈱ ㈱

百田工務店 ㈱流通自動車整備

工場

福岡流通センターまつり開催報告

ボランティア ご協力企業広告協賛 ご協力企業
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福岡市消防音楽隊



福岡卸センター小売部会主催
「流通センターまつり・mini」開催について

第32回ボウリング大会について

福岡卸センター小売部会主催「流通センターまつり・mini」は12月11日(日)に開催

することが決定しました。

なお、荒天や新型コロナウイルス感染症拡大の為中止になる場合がございます。予

めご了承ください。

● 開催日時 : 12月11日(日) 8：00～15：00

(雨天決行、但し荒天や新型コロナウイルス拡大による中止有)

● 場 所 : 福岡卸センター内(多の津1丁目)

流通センターまつり・冬開催のお知らせ

「第32回ボウリング大会」を、令和5年1月22日(日)に開催予定です。

後日、詳細をご案内致しますので、会員企業にお勤めの皆様はこの機会に是非ご参

加ください！

● 日 時 : 令和5年1月22日(日) 9：15～

● 場 所 : 仲原Jボウル

糟屋郡粕屋町仲原2706（092-624-8556）

● 参 加 費 : 無料

※新型コロナウイルス感染症拡大により、中止や変更する場合が

ございますこと、予めご了承ください。

LINE

令和5年2月26日(日)に福岡卸センター地域にて、流

通センターまつり・冬の開催を予定しております。

新型コロナウイルス感染症拡大により中止や変更す

る場合がございますこと、予めご了承ください。

● 日程：令和5年2月26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)
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オロシアムFUKUOKA流通研究会“第214回例会”
新電電協力事業(協) 理事長 白石 伸夫 氏

(10月12日(水) 福岡カンツリー俱楽部 16名参加)

日頃からお世話になっています。新電電協力
事業協同組合の白石伸夫です。
コロナの影響で約3年間色々な行事が中止にな

り、又、出席出来る会合も友人達と会う機会も
少なくなり、気落ちしていましたが、流通研究
会も福岡カンツリー俱楽部で開催され、同じ組
でプレーした田中社長様、大森専務様、田村社
長様達と楽しくプレーが出来、おかげ様で優勝
する事が出来ました。
田中社長様は、私をドライバーで常にオー

バードライブし、田村社長様、大森専務様のド
ライバーは私のボールのはるか先に飛び、ラフ
に入らなければ常にドラコンです。私はキャ
ディさんから前の木は180ヤードと言われたとこ
ろでした。
お三方から「後期高齢者にしては、よく飛ん

でいます。」と言われてショックでしたが、会
の楽しいそして素晴らしい仲間達と回れるのを

楽しみにしています。これからもよろしくお願
いします。

【特別賞】

ベストグロス賞 江里口正光

ドラコン賞 満山正明、鈴木樹雄

江里口正光、鈴木樹雄(2)

川井田伸司
ニアピン賞

OUT IN GROSS H・D NET

優　勝 白石　伸夫 49 47 96 21.6 74.4

準優勝 田村　康宏 45 49 94 18.0 76.0

第３位 百田　善太郎 50 43 93 16.8 76.2

第４位 池田　喜成 51 51 102 25.2 76.8

第５位 田中　道佳 44 52 96 19.2 76.8

（敬称略）【個人成績表】

順　位 氏　名
ス　　　コ　　　ア

１.日 時 令和4年10月18日(火)～20日(木)
２.場 所 石川県金沢市
３.参加者 13名

(協)オロシアムFUKUOKA総合商品部会ではこの度、会員の交流を深めるべく秋の異業種交流
会を開催いたしました。今回も抜けるような好天に恵まれ、ゴルフ・宿泊懇親会、金沢観光視
察九谷焼美術館五彩館や近江町市場、兼六園等にて交流を深めることが出来ました。2日目の
親睦ゴルフ、今回の優勝は㈱籐秀の瀬藤社長様でした。

(協)オロシアムFUKUOKA総合商品部会“秋の異業種交流会”開催報告

(敬称略)

順位 参加者名 OUT IN GROSS HDCP NET 

優勝 瀬藤 和広 50 48 98 25.2 72.8 

準優勝 満山 正明 51 54 105 28.8 76.2 

３位 香月 清 48 48 96 18.0 78.0 
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教養セミナー「危機管理について」開催報告

研修委員会では、令和5年10月1日から施行される「インボイス制度」について、野田税務会

計事務所所長税理士の山嶋寿人氏をお迎えして、インボイス対策セミナーを開催いたしました。

受講された皆様も熱心にメモを取られたり、セミナー終了後も講師へ質問をされていました。

とても奥が深い内容で、あっという間の時間でした。

1.日 程 令和4年11月8日(火)13:30～15：00

2.会 場 卸センター会館 第2・3会議室

3.講 師 野田税務会計事務所 所長

税理士 山嶋寿人氏

4.参 加 者 17社32名

・分かりやすくて良かったです。

・今後、より複数税率になるという話を聞き、今以上に複雑になると思いました。

基礎となる今回のインボイス制度を大切にしていきたいです。

・先生が知識が多く、説明も分かりやすいです。

「インボイス対策セミナー」開催報告

参加者の感想(印象に残った言葉)
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研修委員会では、元福岡県警警視・交通部参事官を勤められた伊豆丸勉氏を講師にお迎えし

て、教養セミナーを開催いたしました。交通関連から始まり多岐にわたる大変貴重なお話しに

参加者から感嘆の声、時折笑いもこぼれて、あっという間の時間でした。

1.日 程 令和4年10月24日(月)18:00～19：30

2.会 場 卸センター会館 第2・3会議室

3.講 師 元：福岡県警警視・交通参事官

伊豆丸勉氏

4.参 加 者 10社28名

・6つの学びは、人生においても本当に必要なことだと感じることが出来ました。1つ1つ自分の

中に落とし込み、これからの人生にいかしていきたいと思いました。

・感謝の気持ちと反骨精神はどちらも大切。思いやりを忘れない。

・相談、声を上げる、報連相の重要性、優先順位、目配り、気配り、正確な評価

・1つもらったら2つ返す

参加者の感想(印象に残った言葉)



株式会社富永工芸 富永靖雄
Tominaga Yasuo

『県別俳句人口ランキング推定』

現在の俳句人口は一体どの程度なのか。秋の夜長を手元の俳句年盤などを基にトリビアルな

事と思いつつ作成したのが上の推定表です。

年盤に掲載の俳句結社の情報では、会員数の項目はなく手掛かりとなる発行部数も半数以上

が未発表でその総数はつかめない。発表されている発行部数の中には結社同士の交換誌や一部

購読者への郵送用などが含まれているので表示の９掛を会員数ととらえ、各県の活動状況など

を勘案し、県人口との県の結社数から会員数の係数を５段階に決めて会員数の推定をした。俳

句人口としては結社の会員数のみならず、学校の俳句会・カルチャーセンター・新聞社５０社

の投句者・各種同好会・Web句会参加者など加えると会員推定値の１５％位が嗜んでいるので

はないか。しかしここでは毎月一定の句作を投句する結社会員数をもって俳句人口と捉えた。

一人で数結社に所属する人もある等を勘案すれば、以上で算出した結果が近似値として機能す

るものと仮定した。

結社数の上位１０位までと、下位１０県のみを掲出。

俳句会は正岡子規、高浜虚子の流れをくむ伝統俳句大会・金子兜太、宇多喜代子等の流れを

くむ現代俳句協会・それと水原秋櫻子、山口誓子の流れをくむ俳句協会があり結社会員の２

０％位が所属している。この他に有馬朗人らが結成した国際俳句協会がありこの会には前３協

会の有志が加盟し世界一短い詩としてのユネスコ遺産の登録を期した活動をしている。福岡市

東区にあって、3000部を誇る小原青々子の「冬野」も現在は大野城市にあって発行部数は400

部として大正１２年創刊の灯しを続けている。

中央区の歯医者の野中亮介主宰の「花鶏」は200部前後の発行で水原秋櫻子系だ。
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近年TV番組でも俳句を扱った

番組が目立つようになってきた。

毎年開催される俳句甲子園も３

年ぶりに松山市街で熱戦を繰り

広げ開成高校が三連覇した２５

回大会が、無事幕を閉じた事は

記憶に新しい。

一方高浜虚子が率いる「ホト

トギス」発行所であった丸の内

で東大俳句大会が1920年に発足

し、京大俳句も活発に活動する

等若者達の勃興期もあった。戦

後の昭和３０年代半ば頃からの

カルチャーセンターブームも

あって俳句結社もアメーバーの

ごとく分割拡大した。

しかし、これらの結社は、最

近では会員の減少傾向が加速し

ている。
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作成日：2022年11月15日

有効期限：2022年12月31日



大人気マスカレードシリー
ズの最新作です。また潜入捜
査が始まります。まさかのラ
ストに驚き！一気読み必至の
一冊です。

紹介者：田上 由衣さん (㈱ネクスト)

マスカレード・ゲーム

出版社：集英社
著 者：東野圭吾

本好きな女の子が、病弱な
少女へと転生した異世界で本
を読む為に現代知識を駆使し
奮闘するさまが面白いです。
漫画もあります。

紹介者：鶴久 久美子さん (㈱メディカル・ケアセンター)

本好きの下剋上

出版社：TOブックス
著 者：香月美夜
イラスト : 椎名優

紹介者：鈴木 哲也さん (㈱ヒデトレーディング)

『山と食欲と私』公式
日々野鮎美(+なかまたち)の山ごはんレシピ2

アウトドアの簡単料理を漫
画でわかりやすく解説してあ
ります。道具の使い方や、も
ちろんレシピも載っていて便
利な一冊です。

今月の本棚

警視庁捜査一課の十津川警
部を主人公として相棒の亀井
や一課の刑事と共にいろんな
事件を解決する物語。西村京
太郎の推理小説のシリーズ作
品です。

紹介者：吉本 重紀さん (フォーサイト㈱)

十津川警部シリーズ
能登キリコの唄

出版社：文藝春秋
著 者：西村 京太郎

出版社：山と渓谷社
監 修：信濃川日出雄

はじめからおわりまで物語
を読むうちにいろんな自分の
感情に向き合えます。一つ一
つのお話は読みやすくサラッ
と読めます。

紹介者：靏 愛実さん (丸松セム㈱)

大切なことに気づく24の物語
読むだけで人生がうまくいく「心のサプリ」

出版社：フォレスト出版
著 者：中山 和義

行事名 日時

法律相談 12月 6日（火） 　13：00～

理事会 12月 9日（金）　 17：00～

流通センターまつり・ｍｉｎｉ 12月11日（日）    8：00～15：00

法律相談  1月10日（火）   13：00～

理事会  1月13日（金）  　9：15～

賀詞交歓会  1月13日（金）   10：00～

第32回ボウリング大会  1月22日（日）受付9：15～

12・1月の主な組合行事予定


