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献血にご協力頂いた企業 

ｱﾄﾞｳﾞｪﾝﾁｬｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ ㈱アルシュ ㈱イシカワ ＮＣＹ㈱ 

㈱カイタックファミリー 九州運輸センター(協) ㈱九州機工 ㈱キョーワ 

㈱クレスト グローブ ㈱ケイ・エス・デー ㈱コスモ綜合印刷 

㈱サンロマン 三和電子サーキット（株） 承天貿易㈲ ㈱新栄商会 

㈱スギヤマ セムプランニング㈱ 高千穂倉庫運輸㈱ ㈱タムラ 

津田産業㈱ ㈱釣王 ㈱西日本シティ銀行 美・味っ食 

フォーサイト㈱ フォーマテック㈱ ㈱福岡銀行 堀田丸正㈱ 

丸松セム㈱ ㈱ヤマニパッケージ ㈱レイメイ藤井 ㈱ワンズ・ワン 

(協)福岡卸センター その他  

34 社 60 名 
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献血結果の実績 

  

4 年 1 月 

（今回） 

3 年 7 月 

（前回） 

3 年 1 月 

（前々回） 

400ml 53 名 64 名 69 名 

不採血 

（割合） 

7 名 

（12％） 

5 名 

（7％） 

13 名 

（16％） 

合計 60 名 69 名 82 名 

さる1月19日(水）卸会館3階にて「冬季献血」
が行われました。
厳しい寒さの中、総計34社60名の方にご協力い

ただき誠にありがとうございました。

第44回オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ企業対抗ソフトボール大会のご案内

新型コロナウイルス感染症対策を講じて、企業対抗ソフトボール大会を開催いたします。

詳細は後日ご案内いたします。

▶ 日 時 令和4年4月10日(日) 開会式8時30分～

▶ 場 所 雁の巣レクリエーションセンター

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。予めご了承ください。



「ＪＲ長者原駅・福岡市営地下鉄空港線」接続促進の要望活動について

オロシアムＦＵＫＵＯＫＡでは、ＪＲ長者原駅・福

岡市営地下鉄空港線接続を求めるための署名活動を地

域の皆様と協力して行い、平成30年10月には10万人を

超える署名を添え、福岡県議会議長、福岡県知事、福

岡市長へ要望活動を行ないました。これを契機として、

令和3年2月には筑豊地域及び糟屋地域の2市9町により

応募先：メールアドレス oroshi@mocha.ocn.ne.jp

①所属先名 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：件名に「フォトコンテスト応募」)または写真をご提出ください。

応募点数は1名5点まで

スマホで撮影した写真も大歓迎です！

３ステップ！スマホで応募

① ＱＲ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

【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

・人物が写った写真は本人の了承を得てください

・入賞後、所属名・氏名・タイトルがホームペー

ジ等に掲載されます
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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〉)

九州産業大学 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 学生

※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。

テ - マ

応募方法

締 切

対 象 者

表 彰

2022年4月25日(月)まで

最優秀賞(1点) 20,000円の商品券 ほか

・入賞作品の著作権は主催者に帰属します

・応募写真はご返却いたしません

・入賞はお一人様一点に限ります

フリー

「福岡市地下鉄福岡空港駅・JR九州長者原駅接続促進期成会」が設立、さらに令和3年6月には

福岡県議会において調査費予算が議決され、現在、県による調査が実施されています。

今後も、調査結果を基に具体的な検討が行われ接続が実現するまでの道程がありますので、2

月3日(木)には(協)福岡卸センター八頭司名誉理事長、百田理事長が接続促進協議会の一員とし

て福岡県議会議長室を訪れ、あらためて接続促進の要望をお伝えしました。



コロナ禍で大変な中、企業実習という貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

パソコンの画像加工で肌補正や切り抜き写真撮影などを本格的にできて、普段の、自分の携

帯でする加工よりも、もっとしっかりとすることができたので、とても楽しく作業に取り組め

ました。指導にあたっていただいた担当者の方にとても分かりやすく、ゆっくり教えていただ

いたおかげで、焦ることなく作業を進めることができました。分からないところを聞くと分か

るまで丁寧に教えていただきました。

令和３年度 博多女子高校企業実習を終えて

令和3年度の博多女子高校による企業実習は令和3年12月をもちまして終了いたしました。

今年度も、新型コロナウイルス感染症の拡大により、実習期間の縮小や感染症対策の実施を

お願いする中で6社の企業ならびにご担当者の皆様、ご協力をいただきまして、誠にありがとう

ございました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇ 実習生受入企業

㈱明石スクールユニフォームカンパニー ㈱イシカワ ㈱サンロマン
㈱スウィング セムプランニング㈱ フォーサイト㈱

短い期間でしたが、企業実習では大変お世話になりました。職場の雰囲気から人の良さまで

もが伝わって、作業がとても取り組みやすかったです。

させていただいた作業については、初めに一つ一つ丁寧に説明してくださったのですぐに理

解することができました。内容は請求書用の封筒の作成やハンガー掛け、タグ付け、シール貼

りを経験させていただきました。

私は出来上がっている封筒しかみたことがなかったので、事務希望の自分にとって良い経験

になりました。また、ハンガー掛けを多くやらせてもらったのですが、掛ける向きや商品の種

類を揃えないといけないので、間違えの無いよう確認しながら取り組みました。

お客様に売る大切な商品だったので慎重に扱う大切さを学ばせていただきました。貴重な時

間をくださりありがとうございました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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◇実習生が行った主な業務内容

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇実習生感想文

伝票作業 商品整理 商品出荷作業 札付け 商品ナイロン掛け
画像加工 インターネット販売業務

写真撮影では、どのように商品を配置したらお客様の目に留まるのか

を少しずつ動かしてみたり、自分で工夫をして取り組めたと思います。

私は進学先が決まり、医療事務を学ぶことになりました。進学先で学

んだあとは、すぐに就職なので、そこで今回企業実習で学んだことを活

かして次に繋げていきたいと思います。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」ご入会へのお誘い

一社）日本アパレル・ファッション産業協会 福岡支部
“DXに関するセミナー”開催

オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ流通研究会

部会長 津田 征子

さて、当部会はゴルフを通じて会員相互の親睦と意思の疎通を図り、組合活動の活発化と円

滑なる遂行に資することを目的として、オロシアムＦＵＫＵＯＫＡに所属する組合員及び関係

機関に参加を呼びかけており、現在は28社の会員で年4回の例会を開催し活動しております。

開 催 日 会 場 等

4月13日(水) 古賀ゴルフクラブ

7月13日(水) 芥屋ゴルフクラブ

10月12日(水) 久山カントリークラブ

12月 7日(水)～8日(木)
ザ・クラシックゴルフ俱楽部

宿泊…大丸別荘

会員企業の方々の異業種間での交流が広がり、プレーの際もプレー後の表彰式にも笑顔が

絶えない懇親の場となっております。年会費は10,000円、例会費は1回につき1名3,000円、入

会金はございません。詳細につきましてはオロシアムＦＵＫＵＯＫＡ事務局(TEL：092-622-

2711・担当：山中)まで、お気軽にお問合せください。

皆様からのご入会のお申込み、お問合せを心よりお待ち申し上げております。

≪令和4年度の開催予定≫

日本アパレル・ファッション産業協会福岡支部では、

つづく株式会社井領様による“DXに関するセミナー”をオンラインにて開催致しました。

※DXとは…デジタルトランスフォーメーションの略。「ITの浸透が人々の生活をあらゆる面で

より良い方向に変化させる」という仮説。

参照：デジタルトランスフォーメーションウィキペディア(Wikipedia):フリー百科事典

Ⅰ.日 時 令和 4年 2月 8日(火) 10：00～11：30 

Ⅱ.講 師 つづく株式会社 井領
いりょう

明広
あきひろ

氏 

Ⅲ.参加者 8社 8名 
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多の津に1月からはじめたばかりですが、南区大橋から数えて、おかげ様で10年たちました。

何でもボックス、ライスコロッケボックス等お弁当のラインナップも増えています。サラダも

たっぷりヘルシー＆ボリュームもありますよ♫事前のご予約でお受けとりもスムーズです。

夜は、串かつをつまみに「せん

べろ」企画も開催しております。

しっかりご飯もたべられます。お

気軽にご来店、お問い合わせくだ

さい♪

お車のお客様は近隣の有料パーキ

ングに駐車してください。くれぐ

れもセブンイレブンさんには停め

ないようにお願い致します。

かつきち ☎080-7989-4634

・博多ちゃんぽん(ご飯付)お昼800円 夜880円

・特上ロースかつ定食 お昼1,100円 夜1,210円

・シェフいち推し絶品タコライス お昼850円 夜935円

・曜日替り定食(月～金お昼 数量限定)

チキン南蛮、生姜焼き定食など 800円

おすすめメニューとお値段(税込）

か つ き ち
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※燃料調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金は上記金額には含まれて下りません。 ※表記金額は税込金額となります。

九州電力で従量電灯B・従量電灯C・スマートファミリー

プラン・スマートビジネスプラン・電化でナイトセレクト22を

ご契約の方は料金がお得に！まずは確認を！！

100000

102000

104000

106000

108000

110000

112000

114000

九州電力 イデックスでんき

4人家族（約4,400kWh）

年間
約112,360円

年間
約▲4,770円

年間
約107,590円

41000

41500

42000

42500

43000

九州電力 イデックスでんき

一人暮らし（約1,740kWh）

年間
約42,840円

年間
約▲700円

年間
約42,140円

キャンペーンコード：CP000754を必ずご入力ください。

利用例

無料お試しシミュレーションできます！



3・4月の主な組合行事予定
第32回ボウリング大会
開催延期のご報告

1月23日(日)に開催を予定しておりま
した「ボウリング大会」は、新型コロ
ナウイルス感染症の新規感染者が急増
化するなど、感染の再拡大が続いてい
ることから、大会を延期することと致
しました。大会への参加を予定されて
いた皆様、開催に向けて準備をしてい
ただいた関係者に深くお詫び申し上げ
ます。
なお、延期後の開催に向けて引き続

き協議して参りますので、今回参加で
きなかった方も含めお申込みのほどよ
ろしくお願い致します。

行事名

 法律相談

 理事会

 令和4年度
 新入社員オリエンテーション

 法律相談

 理事会

 企業対抗ソフトボール大会

 3月 1日(火) 13：00～

 3月11日(金)  9：30～

 4月 5日(火)  9：00～

 4月 5日(火) 13：00～

 4月10日(日)  8：30～

 4月 1日(金) 13：30～

 4月 4日(月)  9：00～

日時

 令和4年度
 新入社員ビジネスマナー研修

 4月 8日(金)  9：30～

本当の強さとはなにか？
という事から始まり、ブレ
ないと言うことの大切さ、
目標設定の仕方、自分を客
観視する重要性が書かれて
る一冊です。

紹介者：田中 芳孝さん (㈲ゑびす)

路上の伝説

出版社：KADOKAWA
著 者：朝倉 未来

紹介者：古川 幸一さん (明和グラビア㈱)

エッセンシャル思考
最小の時間で成果を最大にする

成し遂げたい事はたくさん
ありますが全ては出来ない。
〔これ〕と言う事を絞る事で
理想や夢は実現できる。

今月の本棚

現時点での分野ごとの先進
取り組みと10年後の姿を予測
した本です。日本がいかに遅
れているか思い知らされる一
冊です。

紹介者：藤浦 弘史さん (㈱やまやｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽ )゙

2030年：すべてが「加速」する世界に備
えよ

出版社：NewsPicksﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ
著 者：ﾋﾟｰﾀｰ･ﾃﾞｨｱﾏﾝｽ

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ｺﾄﾗｰ 他2名

出版社：かんき出版
著 者：グレッグ・マキューン
翻 訳：高橋 璃子

野村監督のしのぶ会開催を
見て、改めて読み直しました。
エリートには負けたくない反
骨心で球界を渡り歩いた姿は
感動しました。

紹介者：志佐 明彦さん (㈱エヴァ)

野村の「眼」

出版社：ベストセラーズ
著 者：野村 克也

「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。
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