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ＦＢＫ設立１５周年の記念となる「第15回定期総会」では、

表彰式・15周年記念事業報告会・祝賀会・抽選会が開催さ

れ、260名を超す参加者にお集まり頂きました

福岡ビジネス協議会

１５周年記念総会

――――福岡福岡福岡福岡ビジネスビジネスビジネスビジネス協議会協議会協議会協議会 設立設立設立設立１５１５１５１５周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えてえてえてえて――――

福岡ビジネス協議会 代表世話人

株式会社正興電機製作所 古川 公俊

福岡ビジネス協議会は、福岡を中心にビジネスを展開し

ておられる会員の皆様の幅広い人脈づくりとビジネスチャ

ンスの拡大を第一の目的として、２００２年８月に設立され

ました。以来、会員自らが考え、行動する自主運営をモッ

トーに、会員同士の交流の場づくり、機会づくりに積極的に

取り組み、ビジネス交流成果の拡大に努めてまいりました。

おかげ様で、本年、設立１５周年の節目を迎えることができ

ましたが、現在の会員数は２６０社超、これまでの会員間

取引の累計金額は１２９億円超となりました。このように、

ＦＢＫが拡大、発展しながら設立１５周年を迎えることがで

きましたのも、会の趣旨、活動方針をご理解いただき、活

発に活動していただいた会員の皆様のご努力の賜と心か

ら感謝申しあげます。

また、これまで、ご指導、ご支援を賜りました、福岡県、福

岡市をはじめとする自治体の皆様、福岡春光懇話会をはじ

めとする地元経済界の皆様に厚くお礼申しあげます。

さて、当会では、設立１５周年を迎えるに当たり、次の２０

周年に向けてＦＢＫのあるべき姿を描き、ＦＢＫを魅力あ

るものにするための方策、活力ある組織にするための基盤

固めに取り組んでまいりました。

まず、ＦＢＫの第一の目的であるビジネス交流成果の拡

大に向けて、各委員会が何をすべきか、そのための組織

はどうあるべきかについて検討し、「組織の強化と委員会

ミッションの見直し」を行いました。これにより、各委員会が

組織的に機能し、交流成果拡大につながることを期待して

おります。

さらに、ＦＢＫの設立の趣旨、これまでの歩み、これから

目指す道を次の世代に引き継ぐため、「１５周年記念冊

子」を制作しました。設立当時の熱いパッションを皆様に伝

え、これからの熱いビジョンを皆様と共有することにより、５

年後の２０周年がより確かな未来となり、ＦＢＫが更に発展

することを願っております。

１５年という歩みが持つ重みをしっかりと受け止めつつ、新

たな要素を取り入れ、次の世代に継承するのが私達の役

目であると考え、積極的に取り組んでまいりますので、皆様

の変わらぬご支援、ご協力をお願い申しあげます。

最後になりましたが、今日までの道を切り開き、歴史を築い

てこられた諸先輩方に感謝申しあげますとともに、会員の

皆様のますますのご発展を祈念申しあげまして、設立１５周

年のご挨拶とさせていただきます。



総会第一部

開会の辞開会の辞開会の辞開会の辞 新野さん新野さん新野さん新野さん

総合司会総合司会総合司会総合司会 原田さん原田さん原田さん原田さん

次月月例会案内次月月例会案内次月月例会案内次月月例会案内

貞末さん貞末さん貞末さん貞末さん

第１回ＦＢＫ婚活パーティ第１回ＦＢＫ婚活パーティ第１回ＦＢＫ婚活パーティ第１回ＦＢＫ婚活パーティ

のご案内のご案内のご案内のご案内 尾田さん尾田さん尾田さん尾田さん

ニュービジネス分科会ニュービジネス分科会ニュービジネス分科会ニュービジネス分科会

釣り＆ＢＢＱご案内釣り＆ＢＢＱご案内釣り＆ＢＢＱご案内釣り＆ＢＢＱご案内

小阪さん小阪さん小阪さん小阪さん 林田さん林田さん林田さん林田さん

ＦＢＫ山歩の会ＦＢＫ山歩の会ＦＢＫ山歩の会ＦＢＫ山歩の会 秋山登山秋山登山秋山登山秋山登山

のご案内のご案内のご案内のご案内 坂東さん坂東さん坂東さん坂東さん

ＦＢＫ付箋紙のご案内ＦＢＫ付箋紙のご案内ＦＢＫ付箋紙のご案内ＦＢＫ付箋紙のご案内

広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会 永末さん永末さん永末さん永末さん

第一号議案審議

西村さん

第二・三号議案審議

牛島さん・山田さん

第四号議案審議

斎藤さん

新副代表世話人新副代表世話人新副代表世話人新副代表世話人 笠さん笠さん笠さん笠さん

清川さん清川さん清川さん清川さん 狩野さん狩野さん狩野さん狩野さん 橋本さん橋本さん橋本さん橋本さん

原田さん原田さん原田さん原田さん 福田さん福田さん福田さん福田さん 林田さん林田さん林田さん林田さん

新世話人挨拶

くまモン登場！ 第二部 １５周年記念事業報告会

１５周年記念行事準備委員会

委員長迫田さん

記念冊子の紹介

笠さん

新広報委員長永末さん新広報委員長永末さん新広報委員長永末さん新広報委員長永末さん

くまモンが５年ぶりに

ＦＢＫに来てくれました

皆勤賞・相互訪問キャン

ペーン表彰・一社一社運

動表彰

議長議長議長議長 古川さん古川さん古川さん古川さん



■■■■ 交流成果交流成果交流成果交流成果 （２０１７年（２０１７年（２０１７年（２０１７年 ８月末現在）８月末現在）８月末現在）８月末現在）

来賓来賓来賓来賓ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶

九重町町長九重町町長九重町町長九重町町長 日野康志様日野康志様日野康志様日野康志様

第三部 祝賀会・抽選会

中締め中締め中締め中締め 古川さん古川さん古川さん古川さん 上田さん上田さん上田さん上田さん

秋本さん秋本さん秋本さん秋本さん 小川さん小川さん小川さん小川さん

九重町様、大分県

福岡事務所様、松

浦市福岡事務所様

からたくさんの賞

品をご提供いただ

きました。ありが

とうございました。

抽選会

来賓来賓来賓来賓ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶

松浦市副市長松浦市副市長松浦市副市長松浦市副市長 橋口忠美様橋口忠美様橋口忠美様橋口忠美様

乾杯乾杯乾杯乾杯 福岡春光懇話会福岡春光懇話会福岡春光懇話会福岡春光懇話会

副会長副会長副会長副会長 瀧口裕様瀧口裕様瀧口裕様瀧口裕様

ゲスト・新メンバー

ご紹介

司会 沖村さん

牛島さん 田中さん
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ＦＢＫ交流成果実績表（累計）

百万円 件

2017201720172017年年年年 ８月度交流成果８月度交流成果８月度交流成果８月度交流成果

214214214214件件件件 65,946,29565,946,29565,946,29565,946,295円円円円

累計件数累計件数累計件数累計件数 37,78237,78237,78237,782件件件件

累計金額累計金額累計金額累計金額 132132132132億億億億 900900900900万円万円万円万円



・・・・株式会社毎日メディアサービス株式会社毎日メディアサービス株式会社毎日メディアサービス株式会社毎日メディアサービス

福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）事務局

E-Mail： fbk@cnc.bbiq.jp        

FAX：092-985-9112

〒812-0008 福岡市博多区東光２－７－２５

正興電機製作所別館 1Ｆ

□■□■□■□■□■□■

【運営・業務全般】

◎担当：松本 ・竹下

□■□■□■□■□■□■

□■□■□■□■□■□■□

【渉外（非常勤）】

◎担当：山田

□■□■□■□■□■□■□

■□■□■□■□■□■□

【サポート（非常勤）】

◎担当：吉田

■□■□■□■□■□■□

■第■第■第■第152152152152回（回（回（回（10101010月度）月例会月度）月例会月度）月例会月度）月例会『『『『ＰＲ商談会ＰＲ商談会ＰＲ商談会ＰＲ商談会』』』』開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ

日頃より、ＦＢＫの諸活動にご参加を賜り、誠に有難うございます。さて、１０月度「ＰＲ商談月例会」を下記の通り開催致しますのでご

案内申し上げます。昨年に引き続き今回のＰＲ商談会も各企業様のプレゼンテーションに加え各会場に展示ブースを設け、実際の商

品に触れていただく「参加・体験型」の商談会を企画致しました。この機会に自社商品のＰＲを行い、成果につながる商談に活用いた

だければと思いますので、多数のご参加をお願い申し上げます。

■開催日時・場所 日時：１０月１２日（木） １７：００～２０：３０

場所：リッツファイブ 福岡市博多区美野島１－１－１ 電話：０９２－４７２－１１２２

（ 入会説明会は、１５：３０～１６：３０ 同会場２Ｆにて実施 ）

■開催概要

・前回通り３会場で、各会場５社（計１５社）のプレゼンテーションを行っていただきます。

・各会場にはプレゼンテーションしていただく企業様の展示ブースを設けておりますので、５社のプレゼンテーション終了後、各会場の

展示 ブースを自由にご見学下さい。

■タイムスケジュール

◇定例会

17：00～17：05 代表世話人挨拶

株式会社ラック様 御挨拶

17：05～17：10 新メンバー・ゲスト紹介

17：10～17：20 会場移動・準備

17：20～18：40 ＰＲ商談会（８０分）

※計１５社（３会場×各５社） ※１社１０分

※ＰＲ終了後、各会場の展示ブースを自由にご見学下さい

18：40～18：45 会場移動（１階の会場にお集まり下さい）

18：45～18：50 交流成果発表

18：55～19：00 各委員会・分科会からの連絡

19：00～19：05 次回例会の案内（組織充実委員会）

◇交流会

19：15～20：30

名刺交換や自己ＰＲの有効な時間です。

交流を深め今後の営業活動に結び付けましょう！

■確認事項

①出欠は１０月５日（木）までにＦＢＫサイトからご入力ください。

②お聞きになりたいプレゼンテーション（企業様）を事前に受け付けます。ご希望があれば出欠入力画面のコメント欄にご記入下さい。

なお、申込多数の場合、ご希望に添えない場合もございますので、ご了承下さい。

③ご希望がない場合、委員会の方で決めさせていただきます。なお、企業様のPR途中の会場移動はご遠慮いただきますようお願い

致します。

④委員会･分科会からの連絡も事前にご連絡ください。各３分程度でお願い致します。また今回、緊急提案は行いませんのでご了承

下さい。

⑤チラシ等の配布希望の方は３０分前に会場にて、各机上に配布してください。

⑥交流会の会費はお一人４,０００円です。領収書を準備いたします。（当日、前日のキャンセルは会費を後日請求させていただきま

す）

①西鉄情報システム株式会社

②株式会社日本トリム

③株式会社スリーボンド

④株式会社美工社

⑤株式会社愛和

⑥エン・ジャパン株式会社

⑦永末社会保険労務士事務所×株式会社AID 2社合同

⑧株式会社B&V

⑨有限会社ターボマニア

⑩トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社

⑪島塚塗料株式会社×プロペインズ株式会社 2社合同

⑫株式会社九州日立システムズ

昨年の

ＰＲ商談会の様子

◇ＰＲ商談会 発表企業一覧◇


