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オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ

ボウリング大会 開催報告第3 2回

※ハイフレーム方式：各フレームにおいて、チーム内の最も良いスコアを総得点に反映させる集計方法

※団体戦・個人戦の順位は同得点の場合、大会規定に基づき決定いたしましたのでご了承ください。

第32回協同組合オロシアムＦＵＫＵＯＫＡボウリング大会を、1月

22日(日)に14社71名(男性55名・女性16名)が参加して仲原Jボウル(仲

原ファミリーボウル)にて開催いたしました。

今大会も、(1)団体戦の｢ハイフレーム方式｣、(2)｢カラフルで賞｣を

取り入れて、大いに盛り上がりました。

｢カラフルで賞｣は、男女1名ずつの表彰を行ないました。ご参加い

ただきました71名の皆様、運営にご協力いただきました会員交流委員

会の皆様、誠にありがとうございました。 開会式 金古理事長のご挨拶

団体の部 準優勝

㈱アビオス

13レーン 473点

田中 良彦様／西島 勝彦様

福崎 奈々様／宮原 和章様

山下 成美様

団体の部 優勝

フジメン㈱

19レーン 484点

内田 隆太郎様／尾崎 雄介様

小林 正明様 ／櫻木 髙幸様

津田 和秀様

団体の部 第３位

㈱タムラ

11レーン 460点

大村 昇様 ／光安 雅治様

吉永 篤史様／吉永 沙也花様

準優勝
優勝

第３位

優 勝 田中　良彦様　㈱アビオス

405点（205点／200点）

準 優 勝 西島　勝彦様　㈱アビオス

359点（193点／166点）

第 3 位 蒲浦　亮様　 　㈱イシカワ

346点（181点／165点）

ﾊ ｲ ｹ ﾞｰﾑ賞 大村　昇様　　 ㈱タムラ

　　　 210点

個人 男性の部

優 勝 大野　千可恵様　 フォーサイト㈱

261点（114点／147点）

準 優 勝 杉田　沙都味様　 ㈱福岡銀行

226点（87点／139点）

第 3 位 斉藤　千恵様　　　フォーサイト㈱

220点（91点／129点）

ﾊ ｲ ｹ ﾞ ｰﾑ 賞 大野　千可恵様　 フォーサイト㈱

147点

個人 女性の部

松本賢悟様
㈱サンロマン

丹山 英美様
フォーサイト㈱
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ボウリング大会 優勝の言葉

団体優勝 19レーン フジメン㈱ 櫻木髙幸様

第32回大会開催、コロナの為中止になっており久々の大会で優
勝でき有難うございます。
部署が違う5名がそんなに良いスコアではなかったのですが、

ハイフレーム方式で協力し合った結果が良かったと思われます。
この経験を活かし、会社の発展に頑張ります。各会社の皆様の、
楽しい光景が見られて非常に有意義でした、又次回がありました
ら、ぜひ参加させて頂きたいです。

個人優勝 女性の部 フォーサイト㈱ 大野千可恵様

コロナの影響で3年ぶりの開催でしたが…今回は会社対抗の大会だっ
たので、和気あいあいとプレーでき、最初はなかなかピンが倒れず苦戦
していましたが徐々に調子をあげてきて喜びを分かち合い、笑いあった
りと会社の中とはまた違った一面を見る事ができてすごく楽しい時間で
した。
何度も参加させて頂いておりますが、個人優勝を頂いたのは初めてで、

大変嬉しくもあり、皆さんの声援に感謝しています。
また、大会の準備をしていただいた皆様方、本当にありがとうござい

ました。
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個人優勝 男性の部 ㈱アビオス 田中良彦様

3年ぶりの福利厚生イベント第32回ボウリング大会楽しかったー(^^♪
未だにコロナ感染状況は終焉を迎えてはおりませんが担当委員会であ

る会員交流委員会の皆様の勇気ある決断に敬意を表します。
社会も経済をまわしていこう！機運が出てきております。当組合こそ

が率先して引っ張っていかなければと金古理事長の元気あるご挨拶でス
タートしました。参加会社の皆様の熱気と笑い声のなかあっという間の
2ゲームでした。1点狙いのカラフルで賞は外しましたが“よもやの賞”
をいただいて感激しております。
オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ事務局の皆さん、いつも裏方のお仕事あり

がとうございます。

動画配信について
第32回ボウリング大会の動画を(協)オロシアムＦＵＫＵ
ＯＫＡのYouTubeにて、配信しております♪右側のQRコー
ドより、ご覧ください！

第3 2回第3 2回



新入社員向けセミナーのご案内

Ⅰ.日 時 令和5年2月9日(木) 18：00～19：40

Ⅱ.場 所 卸センター会館3階第3会議室

Ⅲ.講 師 財務コンサルタント 豊沢 清吾氏

Ⅳ.参 加 者 11社18名

金 融 セ ミ ナ ー 開 催
（一社）日本アパレル・ファッション
産業協会福岡支部

日本アパレル・ファッション産業協会 福岡支部では、

講師に財務コンサルタントの豊沢清吾氏をお招きし、卸

センター会館において金融セミナーを開催、「金融関係

との円滑な関係を構築するための方法」等について詳しくお話しいただきました。
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・日　　時

　

     テーマ 「新社会人、君たちはどう生きるか」

     講　師　合同会社G&Bヒューマンキャピタル代表

　　　　     福岡大学・西南学院大学非常勤講師 

             門田 良明　氏

     テーマ 「あなたの責任と保険」

     講　師　株式会社　西日本総合保険

             代表取締役　礒田　幸一郎　氏

・場　　所

・受 講 料

2

・日　　時

・場　　所

・講　　師

・研修内容

・受 講 料 1名につき2,000円(昼食、テキスト代を含む)

令和5年4月4日(火)、5日(水)9：00～17：00

卸センター会館3階　第2･3会議室

㈱ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング　梅﨑 智美　氏

1日目「社会人としての出発にあたって」

2日目「心をこめた来客応対・訪問マナー」

:オリエンテーション

:ビジネスマナー研修

令和5年4月3日(月)

13：30～14：00　新入社員オリエンテーション

14：00～15：00　記念講演　

15：15～16：30　ミニセミナー　

卸センター会館3階　第2･3会議室

1名につき1,000円(記念品代)

尚、14時からの記念講演は役・職員の方もご参加頂けます。

(注)新入社員オリエンテーション、ビジネスマナー研修全日程においてのコロ

ナ対策につきましては、昨年同様間隔を開け、定期的な換気等十分に配慮

し開催いたします。



(協)福岡卸センター新年懇親会 開催のご報告

1. 開催日時：令和5年2月10日(金)～11日(土)

2. 開催場所：二日市温泉 大丸別荘

3. 出 席 者：16社20名

 

献血結果の実績 

  

5 年 1 月 

（今回） 

4 年 7 月 

（前回） 

4 年 1 月 

（前々回） 

400ml 35 名 60 名 53 名 

不採血 

（割合） 

2 名 

（6％） 

9 名 

（13％） 

7 名 

（12％） 

合計 37 名 69 名 60 名 

 ㈱アスク  アドヴェンチャーホールディングス㈱  ㈱石蔵商店

 音伍繊維工業㈱  ㈱ケイ・エス・デー  ㈱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  ㈱ゼックフィールド

 セムインターナショナル㈱  高千穂倉庫運輸㈱  ㈱タムラ

 ㈱釣王  ㈱藤秀  ㈱西日本シティ銀行

 ㈲フィンテック  堀田丸正㈱  丸松セム㈱

 ㈱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

24社37名
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さる1月24日(火)卸会館3階にて「冬季献血」が行わ

れました。

今回は、寒波・積雪・凍結の恐れから判断し、時間

を短縮して実施致しました。お足元の悪い中37名の皆

様にご協力いただき誠にありがとうございました。

(協)福岡卸センターでは、組合員同士の情報交換や

親睦・交流を図るため、新年懇親会を二日市温泉「大丸

別荘」で開催いたしました。懇親会開催の前に、百田理

事長から組合運営の現況や街づくりへの取り組みについて報告が行われ、藤本顧問のご挨拶の

後、金古副理事長による乾杯の発声により開宴、3年ぶりの懇親会は和やかで有意義な時間と

なりました。今回は残念ながら参加いただけなかった組合員の皆様、是非、次回参加をお願い

します。



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。

週に1回のたった３時間という短い時間でしたが、とても充実した企業実習でした。職場にいる

皆さんがとても優しく接してくださったり、作業内容を丁寧に教えてくださり、優しい方々に

囲まれながらお仕事できて、とても嬉しかったです。

最初は、商品の撮影をし普段はスマートフォンのカメラでしか写真を

撮ることがなかったのですが、一眼レフのカメラを使って商品の撮影を

しました。今まで、一眼レフのカメラを使ったことがなく、カメラの操

作に慣れずに不安でしたが担当の方がやさしく分かりやすく教えてくだ

さり、最後の方には慣れて使いこなせるようになりました。

この企業実習を通してカメラに興味を持つようになり、最近はスマー

トフォンのカメラを使って星空を工夫して撮ったりするようになりまし

た。新しい興味も一つ増えて、とても充実した楽しい企業実習でした。

本当にありがとうございました。

令和4年度 博多女子高校企業実習を終えて

令和4年度の博多女子高校による企業実習は令和4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

短い間でしたが、企業実習では大変お世話になりました。職場の雰囲気がとても良く毎週水

曜日が楽しみでした。実際に会社に行って本格的に仕事をすることが初めてで、初日はとても

緊張しましたが、皆さんがこころよく迎えてくださって楽しく作業をすることが出来ました。

見積書から請求書までの流れを一つ一つ丁寧に説明してくださったので、すぐ理解すること

が出来ました。他の企業では体験できないことを体験することが出来ました。

この経験を通して事務職の印象が変わり、将来に役立てたいと思います。貴重なお時間をく

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

伝票整理 伝票書き 商品整理 在庫整理 商品台帳入力 電話受け 値札付け

商品袋詰め カレンダー袋入れ 商品撮影・画像加工

㈱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 フォーサイト㈱ フジメン㈱

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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作成日：2023年2月17日

有効期限：2023年3月31日

ｵﾛｼｱﾑFUKUOKA推奨物件！



紹介者：鈴木 康文さん (㈱小山千緑園)

彼の生きかた

学生時代に読んだ本です

が、人間よりも動物を愛し

た男が大資本や無理解な人

間達と戦い純朴でひたむき

な生きかたを描いた本です。

出版社：新潮社

著 者：遠藤周作

孤独のグルメや大河ドラ

マ・映画・朝ドラ・CM等々

で活躍の松重豊。幼少から

西南学院高卒まで福岡で

育った彼の軽妙でウイット

に富んだ短編集。思わず

笑っちゃいます。

空洞のなかみ

出版社：毎日新聞出版

編 集：松重豊

心。

経済界で尽力された稲盛

和夫さんの著書ですが、こ

の本は「よりよき人生」を

送れるよう心豊かになる

メッセージが集約されてい

ます。

紹介者：別府 憲和さん (小竹正㈱)

出版社：サンマーク出版

編 集：稲盛和夫

「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   3月 7日（火）  13：00～

 理事会   3月10日（金） 　9：30～

 令和5年度 新入社員オリエンテーション   4月 3日（月）  13：30～

  4月 4日（火）   9：00～
  4月 5日（水）   9：00～

 法律相談 　4月 4日（火）  13：00～

 理事会   4月14日（金） 　9：30～

 企業対抗ソフトボール大会   4月16日（日）　 8：30～

3・4月の主な組合行事予定

 令和5年度 新入社員ビジネスマナー研修

紹介者：釜堀 市朗さん (㈱ベック)

【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

第45回オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ企業対抗ソフトボール大会のご案内

オロシアムＦＵＫＵＯＫＡ企業対抗ソフトボール大会を2023年4月16日(日)
に雁の巣レクリエーションセンター〔東区大字奈多〕で開催することが決ま
りました。
後日、詳細をご案内致しますので、会員企業皆様のご参加をお待ちしてお

ります。
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