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第 31 回 オロシティー夏まつり大会
を振り返って
夏まつり実行委員会
委員長

美 坂 幸 二

毎年のことながら今年も
台風の行方が気になる夏ま
つりの始まりでした。
大型台風１２号は８月１
日、風速２５メートル以上の
暴風雨が発生し奄美を暴風雨に巻き込みながら北
上、鹿児島県内は２日以降も強風域に入り続ける見
込みで影響が長引く恐れもあるという新聞の報道。
既に８月２日に向けて８０テント余りの設営工事
が始まっている最中に執行部はどう決断をするの
か選択を迫られていたのでした。といいますのもこ
のオロシティー夏まつりは大げさに言ってもいい
くらいに地域に根ざしているイベント。それは３０
年間育てられてきたと言っても過言ではないでし
ょう。
期待している多くの方々に日延べをするかどう
か迷う前に警察や保健所、設営業者の協力を考える
とき、これも簡単に仕切り直しの延期というわけに
はいかず、前日に理事長を始め執行部の皆さんが熟
慮の末、雨天でも決行と決定としました。残念なが
ら花火だけは強風が予想され、中止としました。
当日は、オープニングセレモニーが始まった頃か
ら小雨はパラついたもののなんとか例年のように
楽しい時間を最後まで楽しんで頂けたのではない
かと思います。
本年も警察署から数十人規模の協力体制を頂き、
歩行者天国や出店テントの撤去までトラブルや事
故もなくスムーズに終了できました。改めて関係者
の皆様に深く感謝申し上げます。有難うございまし
た。

恒例の夏の行事「オロシティー夏まつり」が８月
２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、
大きなイベントとして定着している。
今年は、台風１２号接近に伴う強風や大雨で開
催が危ぶまれた。その為、前日にイベント実行委
員会が召集され話し合われた。予定通りの開催、
延期・中止と選択肢がある中で様々なことを想定
して議論された結果、打ち上げ花火を除いて予定
通り開催することが決定された。
予定通りの開催が決まったが、前日までの強風
や大雨で屋外会場の設営等が通常よりも遅れ、心
配されていたが、設営業者の方々のお陰でなんと
か間に合った。事務所には、問い合わせの電話が
朝から殺到していた。天候の方はだんだんと回復
し、開催中はほとんど雨が降ることも無かった。
午後４時の出だしは例年より少ないと感じる人
出だったが、６時を過ぎるとたくさんの人出で賑
わいだし会場を埋め尽くした人々で身動きがとり
づらくなるほどだった。
午後 6 時のオープニングセレモニーでは、来賓
と組合役員が舞台に登壇した後、大会実行委員長
の美坂副理事長が開会宣言を行った。続いて大会
会長の小正理事長挨拶、来賓の鹿児島市谷山支所
新西支所長挨拶に続き、全員で組合歌(輝け!!オロ
シティー)を元気よく合唱した。
「物品販売ゾーン」では、履物の詰め放題、ヤ
クルトざるすくい、衣類や生活雑貨等の在庫一掃
セールなど、卸屋さんならではの価格とお客様に
喜ばれるような工夫を凝らした様々な店が約 40 店
舗並び、たくさんの来場者が買い求めた。

平成 26 年 9 月

№233
会館内の屋内ステージでは、こまどり保育園の
園児、キッズファンク・ダイヤモンドスタジオに
よる踊りやダンス、13 才の稲田麗奈さんによるギ
ター弾き語りと屋外ステージとともに来場者を楽
しませた。会館内の空調が効いた飲食スペースは、
机・椅子が並べられ、ステージで行われる演奏や

「飲食販売ゾーン」では、かき氷や生ビール・

ダンスなどを見ながらゆっくりと飲食を楽しむ家

焼酎、ジャンボ串焼き、お好み焼きなど味自慢の

族連れの姿が絶えなかった。また、昨年度に続き

店が約 50 店並び、物品販売店とともに開店前から

小さな子どもを連れた家族向けにおむつ替えや授

終了時間まで終始行列が絶えない盛況振りだった。

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、社会人によるビッグバンド
ジャズオーケストラ「シーガルズ」の演奏でスタ

ートし、続いてオロティコ（オロシティーバンド）
による演奏。オロシティーバンドを一般の方々に
知ってもらう良い機会となり、会場の方々も手拍

今年は台風接近の為、毎年来場者が楽しみにし
ている花火の打ち上げが中止となってしまったが、
たくさんの人出で賑わい、事故等もなく盛会裏の
うちに終了となった。

子をとって演奏を楽しんでいた。続いて、ひかり
やま保育園の園児による「キッズダンス」、キーボ
ードと歌による姉妹デュオである山田＆路代、サ
ンタフラスタジオによる「フラダンス」、Liｐ‘ｓ
による昭和の歌謡ポップスヒット曲のバンド演奏、
スタジオトライバレスクによるベリーダンス、
Nehenehe roa mata(ネヘネヘ ロア マタ)による
「タヒチアンダンス」など賑やかなショーが続々
と繰り広げられ、お祭りをさらに熱く盛り上げた。

最後に、オロシティー夏まつり大会にご協力を頂
きました関係諸団体並びに組合員の皆様、そして本
大会を盛り上げて頂きましたスタッフの皆様方に
厚く御礼申し上げます。なお、来年度は８月 1 日
（土）開催予定です。
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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

7 月 24 日（木）午後 6 時半、サンロイヤルホテ

員で組合歌を合唱し、最後に三角副理事長より閉会

ルにおいて当組合の代表者会・金融機関協力会によ

の挨拶と参加者の益々の発展と健勝を祈念して三

る交流会が開催された。

本締めが行われ、金融機関と組合員間の交流を深め、

今回は、組合員 30 名、商工中金および地元金融

更なる団結を目指し盛会裏に終了した。

機関から 6 名が参加し開催された。

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
て、小正理事長より挨拶があり、開催間近となった
夏まつりについて、「こんなに大きなイベントとし
て地域の皆さんに定着し、成長できたのも金融機関
の皆さまのご協力があったからです。また、日本経
済に目を向けますと、安倍内閣が地方創生を実行す

7 月 24 日（木）
、鹿児島高牧 CC に於いて組合

る等の政策を進めています。しかし、まだまだ一部

員、金融機関等 5 組 19 名が参加し、ゴルフコン

にしか景気が良くなったと実感がないのが現状で

ペが開催された。当日は、酷暑の中での大会とな

す。まんべんなく広まるように進めて頂きたいと思

った。

いますが、我々もその流れをうまくキャッチして前

小生でさえも、まさかの紫外線対策を施し、飲

に進まなくてはなりません。その為には、金融機関

物まで準備して準備万端でスタート。あまりの暑

の協力も欠かせません。ご協力をお願いします。」

さのため、手まで汗だらけで、手袋の脱着もしに

と語られ、美坂副理事長による乾杯の音頭で懇親会

くい程であった。しかし、終了後のパーティーで

へと進んだ。

は、吉田氏から差し入れられたスイカが美味しか
ったこと。皆さん、お疲れ様でした！
主な成績は次の通り。
順位

会は和やかに懇談が続いているなか、各金融機関
支店長の挨拶があった。

氏名

組合員名

ＮＥＴ

優勝

髙井 良郎

㈱タカイ

72.2

2位

坂之上 忍

鹿児島銀行卸本町支店

72.4

3位

水流 昇

㈱サンケイグリーン

72.6

4位

池田 純一

㈱ニシムタ

74.8

5位

下津 昭則

南日本銀行卸本町支店

76.0

6位

山本 良樹

鹿児島ヤクルト販売㈱

76.4

7位

吉田 英昭

グランパイス㈱

76.4
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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 4 日(金)午後 7 時から「奄美の里 オ
ーキッドガーデン」で、前回の 27 社 317 名を上回
る 28 社 333 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
て福利厚生委員会が主催し、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、
豪華賞品が当る大抽選会など様々なプログラムが
企画された。
交流会は、福利厚生委員会 宝来委員長の挨拶の
後、山本副委員長の乾杯でスタート。間もなくして、

オロティコ（オロシティーバンド）の生演奏で会
場を盛り上げた。今回は夏らしいラテンの曲を取
り入れ、さらにコーヒールンバを組合員企業３社
（鹿児島ヤクルト販売・小正醸造・本坊商店）のバ
ージョンに広報研修委員会 玉利委員長がアレンジ
した曲を披露し、会場と一体となり盛り上がった。

続いて B 級芸グランプリと題し、組合員４社から
５名の盛り上げ役が登場。山形屋商事の高田さんが
日本舞踊でスタートを切り、丸岩電機の今別府さん
が長渕剛さんのものまね、長渕ふとしで登場。会場
の笑いを誘うと、前回に引き続き参加の川原自動車
部品商会 小瀬戸さん（男性）は、前回会場を驚か
せたハイトーンボイスを今回は中島美嘉で披露。さ
らに熱唱し会場の笑いを誘った。続いて、山二塗料
産業の田中さんと前田さんがアンパンマンのマー
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チとともに特注のコスチ
ュームで登場し会場の度
肝を抜いた。そして、大ト
リは毎回会場の笑いを誘
い卸団地
の歌姫とまで言われる、山形屋商
事の上之（うえの）さんがド派手
な衣装で登場。榊原郁恵の「夏の
お嬢さん」を恒例となった嵐のよ
うな紙吹雪の中、歌い切った。今
回も山形屋商事のチームワークの
すばらしさを印象付けた。
そして、記念すべき第 1 回 B 級芸グランプリ優勝
者が、宝来委員長より発表され、会場の度肝を抜く
パフォーマンスを見せた山二塗料産業の田中さん
と前田さんの 2 名が見事グランプリに輝いた。
そして、今回のサプ
ライズゲストとして 2
年前のオロシティーさ
わやか交流フェスタ
（婚活パーティー）で
知り合い、めでたくご
結婚することとなったお二人が登場。宝来委員長よ
りお祝いのメッセージと花束・記念品の贈呈があり、
会場は暖かな雰囲気に包まれた。
続いて、大阪屋 田中社長による熱い矢沢永吉ラ
イブが始まるとさっきまでの雰囲
気が一変し、ライブ会場のように
盛り上がり、アンコールの声が止
まなかった。
そしてクライマックスの豪華賞
品が当たるテーブル対抗商品争奪
戦では、各テーブルの代表者 1 名
がステージに上がり抽選を行った。
結果に参加者全員が注目し、当選者がコールされる
たびに参加者は一喜一憂した。
「山二塗料産業の二人には驚いたし、楽しませて
もらった。他の出演者もすばらしかった。上之さん
にはわが社のＣＭにぜひとも出演していただきた
い。こうやって異なる会社の人たちがみんなで集ま
って楽しめる交流会が
できる卸団地は素晴ら
しいと思う。さらに卸
団地を盛り上げましょ
う。」と古川副委員長の
閉会挨拶で盛会裏のう
ちに終了した。
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8 月 21 日（木）に第 3
回オロシティー経営塾
中堅社員コース（杉本國

9 月 12 日（金）～9 月 23 日（火・祝）にマル

雄講師）の最終回が開催

ヤガーデンズ 4 階にあるインテリアショップ“パ

され、今年度の全課程が

テ ィ オ ” に お い て 「 FINE VULCNIZED MADE IN

終了した。最後に修了式が行われ、玉利委員長のあ

KURUME」と題し、ムーンスター（月星）が創業

いさつの後、皆勤で参加した受講者 5 名に修了証書

140 周年を記念して作られたスニーカーの展示

と記念品が贈られた。「今までの自分がいかに先を

販売を行った。今年 3 月にも開催されたが、今回

読んでいなかったか行動力が無かったか気付かさ

はさらに秋冬物が加わり、充実したラインナップ

れた。」
「自己啓発できる貴重な時間でした。
」
「経営

となっている。

について知らないことを多く学ぶことができた。」

VULCNIZE （ 加 硫 製

等の受講者の感想が

法）とは、生ゴムに

寄せられた。次年度の

硫黄を加え、熱反応

開催についても、より

させることで弾性や

充実した研修となる

強度のあるゴムに変

よう広報研修委員会

化させる化学反応を

で検討される。

利用した靴の製法の一つ。人の手がかかり過ぎる
ため、生産性が低く、現在、国内でのこの製法が
できる工場は少なくなってきている。
この製法から生み

先日の広島市で起こった土砂災害で被害に遭

出される靴には、ソ

われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。8

ールがしなやかで柔

月 20 日（水）に協同

らかい、丈夫で壊れ

組合広島総合卸セン

にくい、美しいシル

ターの御一行様がご

エットが保てるとい

来訪された。一行は、

った良さがある。そして何より熟練の手仕事でし

団地内をバスで視察。

か生み出せない精巧で美しい“作りの良さ”が魅

その後、会議室で当

力。

組合の概要と取り組みについて説明を受け、情報

ｳｪﾌﾞｻｲﾄ：http://moonstar-manufacturing.jp

交換や意見交換が行われ、最後に当組合の会議室
や展示場も見学された。

問い合わせ：株式会社カゴシマ月星
Tel ： 099-260-2933

Fax ： 099-260-2931

E-mail：kagoshima-ms@po3.synapse.ne.jp
営業時間：9:00～17:00（土・日・祝

定休日）

清潔な街・さわやかな街オロシティー
毎週火曜日は環境美化の日です。
《会社敷地周辺の街路樹除草も一緒に》

∞∞∞ 総務委員会 ∞∞∞
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健康診断のお知らせ
今年度の健康診断は 10 月 14
16・17 日に開催致します。
時間：８時半～１１時まで
場所：ｵﾛｼﾃｨｰﾎｰﾙ２F 会議室

昭和会 40 周年記念式典のお知らせ

オロシティーホール北東角に設
置されている時計台が昨年から故
障し、通られる方々にご不便をお
掛けしておりました。８月６日に
時計の交換取
り付け工事が
終了し、正確
な時を刻む電
波時計に入れ
替わりました。と同時に、事務局
で勝手に卸本町の世間遺産とし
て認定致しました。これからも卸
本町の一つのシンボルとして皆
様に親しんで頂きたいと思いま
す。

日時：10 月 27 日（月）
特別講演会 15：30 受付 16:00 開演
記念式典 18：00～※式典終了後懇親会
場所：マルヤガーデンズ 8 階 BLOOM
特別講演会講師：浦田理恵 氏
ゴールボール全日本女子主将
2012 ﾛﾝﾄﾞﾝﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ金ﾒﾀﾞﾘｽﾄ

バスツアー開催のお知らせ
日時：11 月 15 日（土）9：00～
集合場所：オロシティーホール
福利厚生委員会主催

代表者会のお知らせ
日時：11 月 19 日（水）18：30～
場所：ホテル・レクストン鹿児島

クリスマスパーティー
日時：12 月 20 日（土）18：00～
場所：鹿児島サンロイヤルホテル

第 42 回合同年始会
8 月末にオロシティーホール第４会議室にマイク設
備を設置しました。今までは、マイクが必要な利用者
の方には持ち運びができるタイプのアンプとマイク
を貸し出しておりましたが、利用頻度が多いことから、
この度常設することと致しました。ワイヤレスマイク
を 2 本使用できます。また、椅子についても 30 脚か
ら常時 45 脚に変更してい
ます。

日時：1 月 7 日（水）15：00～
場所：オロシティーホール第１展示場

共同倉庫借主募集！平成 26 年 9 月末現在 2 室空き
・倉庫住所 鹿児島市卸本町 7-16
・倉庫面積 32 坪（1 室）
・月額賃料 9 万 6 千円（組合員外賃料）
※組合員賃料は事務局へお問い合わせください。
・お問い合わせ先
鹿児島総合卸商業団地協同組合（オロシティー）
℡099-260-2111

平成 26 年 9 月

【２６年１０月】
３日 ㈲祭（～6 日）骨董＆棚卸大市
１０日 マルサカ㈱(～12 日)サンニューズ秋の合同展示会
１４日 東芝ｺﾝｼｭｰﾏﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 2014 年東芝新商品内覧会
１５日 ヤマシタ機械㈱（～18 日）展示会
１９日 自衛隊鹿児島地方協力本部(～20 日) 平成 26 年度
第 2 回任期制隊員等合同企業説明会
２２日 パイオニア販売㈱ 新商品発表会
２３日 日本自動車査定協会 女性審査士コンテスト大会
２４日 ㈱ノダ 新商品発表会
２４日 イワタニ鹿児島㈱(～26 日)ガス展 THE 感謝祭
２４日 渡辺パイプ㈱（～25 日）水道資材住設機器展示
２５日 イデアル㈱（～27 日）ﾄｲ･ﾎﾞｯｸｽ雑貨大ﾊﾞｰｹﾞﾝﾌｪｱ
２７日 ㈱マルゼン（～30 日）マルゼン大感謝祭
３１日 日立ｺﾝｼｭｰﾏ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱（～2 日）
家電製品展示会・きになるフェアー
【２６年１１月】
１日 セキスイファミエス九州㈱（～3 日）展示会
４日 ㈱デンソーセールス（～6 日）新商品提案会
７日 ｼｬｰﾌﾟｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱（～9 日）
家電製品の合同展示即売会
１１日 ㈱ミマキエンジニアリング（～12 日）
１４日 かごしま電工㈱（～16 日）びっくり市 2014 鹿児島
１７日 ＷＲＥＳＴＬＥ―１（プロレス鹿児島大会）
１８日 ㈱ドラゴンゲート（プロレス鹿児島大会）
２１日 ㈱カミチク（～22 日）感謝祭
２３日 福永道場（格闘技イベント）
２９日 坂之上保育園 おゆうぎ会
３０日 橋口ボクシングジム（ボクシング）
３０日 地域ケア交流会 福祉フェス in たにやま
【２６年１２月】
３日 ㈱ジーネット（～4 日）ｽｸﾘｭｰ及びﾄﾞﾗｲﾔｰ展示場
５日 マツモト産業㈱（～7 日）ｳｪﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｪｽﾀ IN 鹿児島
１３日 サウスこまどり保育園 生活発表会
【２７年１月】
２３日 ㈱レイメイ藤井(～24 日)グランドフェアー2015
２５日 社会福祉振興試験ｾﾝﾀｰ 介護福祉士等国家試験

№233

平成 26 年 9 月までに届出
《住所変更》㈱あらた
【変更前】千葉県船橋市海神町南 1 丁目 1389 番地
【変更後】東京都江東区東陽 6 丁目 3 番 2 号
《代表者変更》㈱タカイ
【変更前】髙井 良郎

【変更後】髙井 章良

段々と暑さも和らぎ過ごしやすくなってきました。
しかし、週末の度に長雨が続き、降らなくなったと思
えば桜島の火山灰が降り続き、連日コインランドリー
の乾燥機が賑わっています。8 月に広島で起こった土
砂災害、そしてこの度の御嶽山の噴火と度重なる自然
災害のニュースを目にすると、これだけ科学や情報化
が進んでも自然の猛威から逃れることはできないの
かと残念でなりません。被害に遭われました皆様に心
からお見舞いを申し上げます。ところで、皆さんは大
雨等の災害時に自分がどこに避難するのかご存知で
しょうか。また、桜島以外の鹿児島にある活火山につ
いてご存知でしょうか。東北大震災以降、全国で海抜
高度が至る所に表示されるようになり、避難方法につ
いても見直しが進められました。しかし、鹿児島は被
災地から遠かったためか、防災についての関心があま
りないように感じます。川内原発も再稼働の方向に進
んでいます。秋の夜長にご家族と防災について話し合
われてみてはいかがでしょうか。
広報研修委員会

委員長

玉利 佳久

