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夏まつり実行委員会
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ました。出店者も前年より９テントも多い
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社）と
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今年も、鹿児島南警察署から数十人規模の協力体制をいた
だき、フィナーレの花火大会、出店テントの撤去まで、トラ
ブルや事故もなく無事終了できました。改めて関係者の皆様
に深く感謝申し上げます。ありがとうございました。

披露目も行われました。

されたオロシティーバンドのグループ名「オロティコ」のお

同好会の皆様のおかげで大変な賑わいとなり、昨年末に結成

演奏やハワイアンダンス、子どもたちのダンス等々、地域の

屋外メインステージと会館内の第２ステージでは、バンド

う状態でした。

頂き、多数用意したテーブル、椅子も、すぐに埋まってしま

ラーの効いた館内の飲食スペースも多くの方々に利用して

館内に設置したところ、お母さん方に大変好評でした。クー

っていくことでしょう。また、今年初めて赤ちゃん休憩室を

用雑貨品等、卸団地らしい取り組みは今後も人気の中心とな

模擬店も含めて衣類や履物、生活に欠かせない陶器などの日

夏まつりの楽しみは何といっても夜店の回遊です。飲食の

なり、出店して頂いた皆様には心より感謝申し上げます。

87

台風の心配も早めに消え、安心して準備を進めることができ

毎年の事ですが、夏まつり最大の懸念は天気です。今年は

の家族への福利厚生も兼ねて開催致しております。

の皆様との交流、また組合員各社や取引先を含めた社員とそ

は、「地域に密着した卸団地づくり」をコンセプトに、地域

８月３日（
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恒例の夏の行事「第 30 回オロシティー夏まつり」
が８月３日(土)に開催された。
この夏まつりは『地域に密着した卸団地づくり』
をコンセプトに、地域の活性化や地域貢献を目指し、
この地域の大きなイベントとして定着している。
今年は、天候の心配をすることなく当日を迎え、

会館内の飲食スペースは、暑さをしのげるよう

例年を超える人出となり、会場を埋め尽くした

に空調を効かせ、また、机・椅子も数を増やした。

人々で身動きがとりづらくなるほどの賑わいだっ

そのため、ステージで行われる演奏やダンスなど

た。

を見ながらゆっくりと飲食を楽しむ家族連れの姿
が絶えなかった。また、今年から、小さな子ども
を連れた家族向けに快適なスペースでおむつ替え
や授乳ができるように「赤ちゃん休憩室」を設置
したが、こちら
も好評の声を
多数いただい
た。
屋外ステー
ジでは、鹿児島

午後 6 時のオープニングセレモニーでは、来賓

銀行軽音楽部

と組合役員が舞台に登壇した後、大会実行委員長

に所属する７℃による Superfly（スーパーフラ

の美坂副理事長が開会宣言を行うと同時に、㈱フ

イ）の力強い演奏でスタートし、ひかりやま保

ルカワ 古川社長の提供によるハト 100 羽が勢いよ

育園の園児による「キッズダンス」
、サンタフラス

く飛び立ちオープニングに花を添えた。

タジオによる「フラダンス」、JAP’S による昭和の

続いて大会会長の小正理事長挨拶、来賓の鹿児

ヒット曲のバンド演奏、社会人によるビッグバン

島市経済局経済振興部上之園部長に続き、全員で

ドジャズオーケストラ「シーガルズ」の演奏、

組合歌(輝け!!オロシティー)を元気よく合唱した。

Nehenehe roa mata(ネヘネヘ ロア マタ)による

「物品販売ゾーン」では、履物の詰め放題、ヤ

「タヒチアンダンス」、鹿児島のアイドルグループ

クルトざるすくい、子ども向けの工作体験等など、

「セブンカラーズ」による歌とダンスなど賑やか

卸屋さんならではの価格とお客様に喜ばれるよう

なショーが続々と繰り広げられ、お祭りをさらに

な工夫を凝らした様々な店が約 40 店舗並んだ。

熱く盛り上げた。

「飲食販売ゾーン」では、かき氷や生ビール・
焼酎、ジャンボ串焼き、お好み焼きなど味自慢の
店が約 50 店並び、物品販売店とともに開店前から
終了時間まで終始行列が絶えない盛況振りだった。
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を上回る賑やかなオロシティー夏まつりとなり、
事故等もなく盛会裏のうちに終了となった。

展示場の屋内ステージでは、オロシティーバン
ドによる子どもたちに向けたアンパンマンのマー

最後に、このオロシティー夏ま

チ等の演奏と募集していたバンドの愛称が

つり大会にご協力を頂きました

「OROTICO（オロティコ）」に決まったことを玉利

関係諸団体並びに組合員の皆

広報研修委員長が発表した。オロシティーバンド

様、そして本大会を盛り上げて

を一般の方々に知ってもらう良い機会となり、会

頂きましたスタッフの皆様方

場の方々も手拍子をとって演奏を楽しんでいた。

に厚く御礼申し上げます。なお、

その他にも、

来年度は、８月２日（土）開催予定で

こまどり保育園

す。今年度に引き続き、地域に貢献できる卸団地の

の園児による

夏まつりとなるよう、工夫を凝らして参ります。

「キッズダン
ス」、サンタフラ
スタジオによる
「フラダンス」、キッズファンクによる「キッズス
トリートダンス」、DADA による「ストリートダンス」、
モモチャによる「こどもファッションショー」と
屋外ステージとともに来場者を楽しませた。

夏まつりのクライマックスと云えばなんと言っ
ても夏の夜空を彩る花火大会！
今年は 8 時 45 分から予定通り開催され、会場い
っぱいにあふれた観客みんなが空を見上げ、花火
の美しさに見とれていた。
今年は連日の猛暑にもかかわらず５万人の人出
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続いて、団産団消の一環として組合員である㈱中
島商会の中島社長から新たに取り扱うことになっ

7 月 4 日（木）午後 6 時半、サンロイヤルホテル
において当組合の代表者会・金融機関協力会による

たソラン・デ・カブラス（ミネラルウォーター）の
紹介が行われ、参加者全員に一本ずつ贈られた。

交流会が開催された。
今回は、組合員 30 名、商工中金および地元金融
機関から６名が参加し開催された。

興に乗ったところで、玉利理事を中心に理事長、
副理事長、各金融機関の支店長が舞台に登壇して全
員で組合歌を合唱し、最後に三角副理事長より閉会
の挨拶と参加者の益々の発展と健勝を祈念して三
まず、㈱川原自動車部品商会

川原理事の音頭の

もと全員で組合理念の唱和から会は始まった。続い

本締めが行われ、金融機関と組合員間の交流を深め、
更なる団結を目指し盛会裏に終了した。

て、小正理事長より挨拶があり、今年度、重点的に
取り組む人材育成・団産団消・地域貢献の『三つの
矢』について語られ、美坂副理事長による乾杯の音
頭で懇親会へと進んだ。

会は和やかに懇談が続いているなか、代表者会に
初参加となる㈱本坊商店 大屋部長の会場に笑いを
誘うユーモアあふれる楽しい挨拶、㈱田中履物の田

7 月 4 日（木）
、鹿児島高牧 CC に於いて組合員、

畑社長の少し緊張しながらも熱い思いの伝わる挨

金融機関等 19 名が参加し、ゴルフコンペが開催

拶があった。

された。梅雨の最中で心配された雨も杞憂に終わ
り、晴れず降らずのゴルフ日和となった。
主な成績は次の通り。

続いて、卸本町を転出されたり、転入された方を
含め、各金融機関支店長らの挨拶があった。

順位

氏名

企業名

優勝

髙井良郎

㈱

2位

伊東

靖

㈱

3位

藤田

イ

71.8

会

73.8

修

鹿児島信用金庫

74.0

4位

新原治秋

㈱レイメイ藤井

74.4

5位

玉利佳久

㈱

タ

イ

フ

ク

75.8

6位

小正芳史

小

正

醸

造

㈱

76.2

7位

水流

㈱サンケイグリーン

昇

タ

NET

伊

カ
東

商

76.8
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福利厚生委員会主催によるオロシティー社員
交流会が 7 月 5 日(金)午後 7 時からリニューアルさ
れたばかりの「奄美の里」で、前回の 26 社 304 名
を上回る 27 社 317 名が参加して開催された。

この催しは、団地内に働く人々の交流を目的とし
て、バンド演奏や個人のかくし芸発表、参加組合員
が持ち寄った商品の抽選、テレビや自転車などが当
る大抽選会など様々なイベントが企画された。また、
今回は広報研修委員会の協力
で Sound’s Wind （サウン

ズ・ウインド）の N．前田氏
（エレクトーン）と松田宗士
氏（バイオリン）のお二人、
そしてオロシティーバンド
の生演奏で会場を盛り上げ
た。
交流会は、宝来委員長の挨
拶の後、小正理事長の乾杯でスタート。間もなくし
て、オロシティーバンドが演奏を披露した。今回は、
サックスとエ
レキギター・
ベースによる
ビートルズの
「HEY JUDE」
から始まり、
坂本 九の「見上げてごらん夜の星を」、玉利委員長
のクラシックギターによるクロードチアリの「夜霧
のしのび逢い」、そしてＮＨＫ東北大震災復興ソン
グ「花は咲く」を来場者と一緒に歌い、アンコール
は玉利委員長とエレキギターによる「コーヒールン
バ」の焼酎版「焼酎ルンバ」で会場は一気に盛り上
がった。続いて、大阪屋の田中社長による矢沢永吉
の「時間よ止まれ」が披露されるとさらに盛り上が

り、アンコールの声が止まな
かった。
続いて各社の盛り上げ役の
登場。川原自動車部品商会の
小瀬戸さん（男性）は、見た
目からは想像できないハイト
ーンボイスで西野カナの
「BestFriend（ベストフレン
ド）」を熱唱し会場の笑いを誘った。続いて、山形
屋商事の歌姫こと、上之（う
えの）さんが去年に続いてド
派手な衣装で登場し、石川さ
ゆりの「天城越え」と坂元冬
美の「夜桜お七」を紙吹雪が
嵐のように舞い散るのも動ぜ
ず、熱唱し、歌い切った。
今年の衣装は、傘を材料に
手作りで作られたもの。登場
では、上之さんの名前が入ったのぼり旗をもった山
形屋商事の社員の方々とともに登場し、熱唱中は４
０人を超える社員が紙吹雪をまいて応援、そして全
員での後片付けと山
形屋商事のチームワ
ークのすばらしさを
印象付けた。
沢山の豪華賞品を
用意した大抽選会で
は、宝来委員長の抽
選結果に参加者全員が注目し、当選番号がコールさ
れるたびに参加者は一喜一憂した。当選者は、液晶
テレビや自転車、高圧洗浄機、商品券などの豪華賞
品を手にし、満面の笑みを浮かべた。最後に、
「奄
美の里」を運営する藤絹織物㈱の藤 常務がサプラ
イズゲストとして登場し、リニューアルした奄美の
里の紹介とプレゼント抽選が行われ、会場をさらに
盛り上げた。
普段は、交流することが少ない職場を異にする社
員同士がこの会を通し交流し、絆を深めることで、
さらに卸団地を盛り上げようと美坂副理事長の閉
会の挨拶で盛会裏のうちに終了した。
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弊社は昭和 56 年 12
月に鹿児島機械販売
㈱として設立、本年
6 月に鹿児島ディベ
ロップメント㈱に社
名を変更いたしました。
事業は、リース終了後の中古品の販売・事務用品の
カウネット代理店事業・印紙切手の販売・保険事業
等であります。今回事業目的を 22 業種へ増やし、
幅広い事業を行えるように致しました。
新たな事業として、鹿児島銀行と日置市との間で
締結された『包括的業務協力協定』のご縁により、
平成 25 年 5 月より日置市伊集院町飯牟礼に太陽光
発電所（日置ソーラーパーク発電所）を開業し、九
州電力へ電力を販売しております。日置市との 20
年間の賃借契約で、約 1 万 8 千平方メートルの敷地
に 3,136 枚の太陽光パネルを並べ、組合員の今別府
産業㈱様に設計・施工・管理をお願い致した、年間
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9 月 19 日（木）
に第 2 回オロシ
ティー経営塾
経営者コース
の 1 回目が開催
され、9 月 26 日
（木）は中堅社員コースの 1 回目、経営者コースの
2 回目が開催された。今回も前回に引き続き、経営
力検定協会会長である杉本國雄氏を講師にお招き
し、鹿児島市が行っている「元気の出る中小企業支
援事業」の支援を受けて開催する。1 回目の開催で
は、小正理事長・玉利広報研修委員長のあいさつと
激励があり、講師紹介のあと「老荘思想と経営」に
ついて 2 時間の講義が行われた。受講者は、真剣な
面持ちで講師の話を聞き逃すことなく臨んでいた。
今後は、10 月 25 日（金）
・11 月 15 日（金）に各コ
ースとも開催され、皆勤の受講生には修了証書が授
与される。

予想発電量は 85 万 6 千 kwh の設備内容であります。
現地は深い谷でしたが、九州新幹線のトンネル掘削
土砂を埋め立て、環境学習に活用できるように、見
晴台や太陽光発電の説明パネルの常設、またオリー
ブも植樹しております。既に 4 か月間稼働し、当初
計画以上の収益を上げ、社内でも第 3 番目の新事業
として認知されつつあります。
社名は、鹿児島ディベロップメントに変わりまし
たが、組合理念の「この地を愛しともに繁栄」を念
頭に社員一同努力して参りますので、今後ともよろ
しくお願い申し上げます。

9 月初旬の大雨と
老朽化のため、オロ
シティーホール２階
中会議室と廊下で雨
漏れが発生した。現在、応急的な工事を行い利用
できるようになっているが、第３会議室のみの利
用が出来なくなった。そのため、１階正面玄関横
にあり、現在空室となっているテナント用貸店舗
に机・椅子などを設置し、1 階第５会議室として
臨時で利用できるようになっている。
現在、屋上の防水工事を行うために工事業者に
工事内容の説明や見積もりを依頼し、総務委員会
で検討を重ねている。
早ければ、１０月に
工事を行い、１１月
から通常通り利用で
きるようになる見込
み。
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秋の演奏会
事務局カウンターにて組合員企業が取り扱って
いる“おすすめ商品”を販売しております。

ソラン・デ・カブラス
（ミネラルウォーター）
500ｍｌペットボトル 200 円（税込）
ソラン・デ・カブラスは、スペイ
ンのベテタ（クエンカ）にある源泉
から採水された、純粋で口当たりが
ソフトな上品なナチュラルミネラル
ウォーターです。中硬水でカルシウ
ムとマグネシウムのバランスが非常
に良く、程よいミネラル分水分補給
に優れています。また、ヨーロッパ
を代表するサッカーチーム、レアル・マドリードのオ
フィシャルスポンサーとして有名です。
－㈱中島商会－

バイオパック S（お風呂のカビ取り）
1890 円（税込）
今、話題のヒット商品！
（楽天市場タオル・バス部門 1 位！）

マリンバコンサート

日時：10 月 8 日（火）18：00 開場 18：30 開演
場所：オロシティーホール２階大会議室
主催：広報研修委員会

IT 講演会
「仕事や販売促進に活かす Facebook 活用セミナー」
日時：10 月 10 日（木）12：00～13：30
場所：オロシティーホール２階大会議室
主催：広報研修委員会

健康診断のお知らせ
今年度の健康診断は１０月２１
２２・２４日に開催致します。
時間：８時半～１１時３０分まで
場所：オロシティーホール

第 3 回オロシティーさわやか交流フェスタ
日時：11 月 22 日（金）１９：００～
場所：奄美の里
主催：福利厚生委員会
近日中に案内を発送します。新しい出会いを求めて
いらっしゃる方のご参加を多数お待ちしておりま
す。お気軽にご参加ください。

クリスマスパーティー
善玉微生物バチルス菌がカビ臭・カ
ビを分解。タイルの目地などに付着し
ているカビ菌を根っこから分解して
くれます。効果はなんと 1 年間！お風
呂のカビだけではなく、お車やご家庭
の下駄箱・トイレ・冷蔵庫などのにお
い取りにも使用できます。
－㈱川原自動車部品商会－

日時：12 月 7 日（土）18：00～開演
場所：鹿児島サンロイヤルホテル

第 41 回合同年始会
日時：1 月 9 日（木）15：00～
場所：オロシティーホール第１展示場
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【２５年１０月】
1日

「わたしと地球の環境展」鹿児島展実行委員会

《会社名変更》
平成 25 年 9 月までに届出
【変更前】鹿児島機械販売 株式会社
【変更後】鹿児島ディベロップメント 株式会社

(～7 日)
１０日

東芝ｺﾝｼｭｰﾏﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 東芝 2013 年商品内覧会

１１日

マルサカ㈱(～13 日)サンニューズ秋の合同展示会

１５日

㈱マルゼン(～18 日) 展示会・即売会

１８日

イデアル㈱（～20 日）

《代表者変更》㈲二葉園芸種苗
【変更前】角田

明 【変更後】角田 幸大郎
9 月は、日本にとってうれしいニュ

雑貨・衣料の展示販売(ﾄｲ･ﾎﾞｯｸｽ)

ースが二つもありました。一つは、2020

アスワン㈱(～21 日) 絨毯の展示会
２３日

ヤマシタ機械㈱(～26 日) 展示会

年東京オリンピック開催が決定したこと。そして、も

２７日

ＤＸアンテナ㈱ (～28 日)新商材発表会講習会

う一つは 9 月 14 日（土）に 3 度目の打ち上げで見事

３０日

自衛隊鹿児島地方協力本部(～31 日) 平成 25 年度

に成功した新型固体燃料ロケットイプシロンの打ち

第 2 回任期制隊員等合同企業説明会

上げです。イプシロンの打ち上げを行った肝付町内之

【２５年１１月】

浦宇宙空間観測所は、鹿児島県の東端にあり、普段は

１日

㈱ｸﾞｯﾄﾋﾙ(～5 日)

生活雑貨・衣料品の展示販売

１日

日立ｺﾝｼｭｰﾏ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱（～3 日）

８日

㈱千寿（～12 日）仏壇・仏具の展示販売

８日

ｾｷｽｲﾌｧﾐｴｽ九州㈱（～10 日）セキスイハイム展示会

車通りも少ない静かな場所です。そこに 2 万人の見学
者が集まり、打ち上げを見守ったそうです。地元の
方々にとっては、7 年ぶりの打ち上げ、2 回の延期と
いうこともあり感動も大きかったようです。

１３日

三菱電機住環境システムズ㈱

１５日

かごしま電工㈱（～17 日） 「家電・工具市 2013」

２２日

㈱カミチク(～23 日)

用・改良した部品を使い、パソコン２台で打ち上げら

イプシロンは、先代ロケットの優れた部分を再利

第 16 回秋の収穫祭・南九州黒牛枝肉共励会

れるという低コストが特徴で、これからの宇宙開発を

２６日

レッスルワン（プロレス）

コストをかけずに行えることで期待が集まっていま

３０日

坂之上保育園

す。

おゆうぎ会

【２５年１２月】
６日

広報研修委員会でも、鹿児島市の助成金を活用した

ｼｬｰﾌﾟｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱（～8 日）

１３日

渡辺パイプ㈱（～14 日）

１４日

サウスこまどり保育園

生活発表会

経営塾開催、秋の演奏会、IT 講演会とあまりコスト
をかけずに組合員の皆様の活力となる良いものを提
供できるよう検討を重ね、取り組んでいます。多数の

【２６年１月】
㈲金満金物店(～5 日)初商売出し

ご参加をいただき、共に努力し、感動できるような事

１７日

㈱インハウス久永(～18 日)インハウスフェア―

業になるよう努力して参ります。皆様のご参加をお待

２４日

㈱レイメイ藤井(～25 日)グランドフェアー2014

ちしております。

３０日

(有)祭(～2/2 日)

３日

骨董大市

広報研修委員会

委員長 玉利

佳久

