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■第■第■第■第16161616１回（７月度）月例会１回（７月度）月例会１回（７月度）月例会１回（７月度）月例会『『『『プレ総会プレ総会プレ総会プレ総会』』』』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の活動並びに発展にご協力いただき、誠にありがとうございます。さて、7月の月例会を、下記の通り開催致しま

すのでご案内申し上げます。

今回は、9月に開催する定期総会に先駆けて実施する 「プレ総会」（会員のみなさまにおかれましては実質的な総会として）の意

味をもつ重要な月例会です。

つきましては、年度の活動理解促進のためにも、会員みなさまの多数のご出席をぜひお願い申し上げます。

1．日時 7月12日（木） 17:00～20:30

(入会説明会は、15:30～16:30 下記ホテル8F説明会場にて実施)

2．場所 ソラリア西鉄ホテル

福岡市中央区天神2-2-43 TEL (代)092-752-5555

(月例会・交流会とも同一会場:同ホテル8F)

3．議題

◇定例会(17:00～19:00)

・代表世話人挨拶 古川代表世話人 （3分）

・ソラリア西鉄ホテル殿 代表者挨拶 （3分）

・新人会員・ゲスト紹介 （5分）

・交流成果発表 （5分）

・新会員企業ＰＲ 5分×1社 （5分）

・「会員アンケート」状況報告 総務委員（20分）

・緊急提案 2分X(先着3社） （6分）

・各委員会の「17年度活動報告」「18年度活動計画」

代表者一括（30分）

・各分科会の「17年度活動報告」「18年度活動計画」

各分科会（5分×6分科会）（30分）

・各委員会・分科会からの連絡 （8分）

・9月定期総会の案内 事務局 （3分）

・休憩（10分）

◇交流会(19:10頃～20:30予定)

4．確認事項及び注意事項

●出欠は7月4日（水）までにＦＢＫサイトからご入力下さい。

●チラシ等配付希望の会員様は、30分前までに会場にて各机上

に配付してください。

●交流会の会費は、お一人¥4,000です。領収書は受付で準備して

おります。(前日・当日のキャンセルは会費を後日、請求させていた

だきます)

●今回はプレ総会（会員のみなさま向けの年度の活動総括が中

心）のため、分散会は実施致しませんので、各自交流会の時間等

を利用して商談ください。
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百万円 件

2018201820182018年年年年 5555月度交流成果月度交流成果月度交流成果月度交流成果

264264264264件件件件 51,988,23551,988,23551,988,23551,988,235円円円円

累計件数累計件数累計件数累計件数 40,13840,13840,13840,138件件件件

累計金額累計金額累計金額累計金額 138138138138億億億億9800980098009800万円万円万円万円

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

総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会 新野新野新野新野さんさんさんさん
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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：吉田・山領・竹下

□■□■□■□■□■□■

□■□■□■□■□■□■□

【渉外】

◎担当：山田

□■□■□■□■□■□■□

■□■□■□■□■□■□

【システムサポート（非常勤）】

◎担当：松本

■□■□■□■□■□■□

いつもＦＢＫの活動にご協力頂きまして誠に有難う御座います。

さて、本日は毎年FBKでチームを作って参加致しております「ヤフオクドームリレーマラソン」参加者募集のご案内をさせて頂きま

す。この大会には、今回5回目のエントリーとなります。前回は、45名の方にご参加頂き5チームで参加致しました。

普段は、運動してない方・走るのは苦手という方でも大丈夫です ! 少々歩いても構いません!

「コスプレチーム」もあります。一緒に汗を流した後は、楽しい反省飲み会も準備させて頂いております。

月例会では、人と仲良くなれなかった方 ! 参加頂ければ、必ず絆が生まれます。詳細は、下記の通りです。

皆様のご参加をお待ち申し上げております。

■開催日 2018年9月29日（土曜日）

（集合8:15 開会式8:45 スタート9:55）

■参加費 お一人 3,500円（チーム登録費等諸費用含む）

■募集締め切り 2018年7月20日（金曜日）

■出欠登録方法 FBKサイト「活動日程」より登録して下さい。

※社員の方やご家族の方も参加可能です。ご希望の方は『コメント』欄にその旨ご記入ください。

■概要

ヤフオクドームのグラウンドをスタートして、駐車場などをリレーで42.195kmを分担して走ります。

1周は3km。1チームは最大10名で構成しますので、1人あたり1周～2周（3～6km）走ることになります。

詳しい大会概要は大会ホームページをご覧ください。

http://www.relay-fukuoka.jp/

※その他ご不明な点等が御座いましたら、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。

【お問い合わせ先】

株式会社八仙閣 尾田（厚生事業委員長）

070-5415-4225 e-mail oda@8000.co.jp

ＦＢＫ事務局 吉田

080-3969-8710 e-mail fbk@cnc.bbiq.jp

６月以降に入会の１社をご紹介します！６月以降に入会の１社をご紹介します！６月以降に入会の１社をご紹介します！６月以降に入会の１社をご紹介します！

弊社はオムロン製品の保守・メンテナンス及び環境（省エネ、創エネ）、FA（自動化、省力

化）、ICT（ＮＷ構築、ＰＣ・ＳＶ構築）のエンジニアリングでお客様の課題を解決したいと思

います。

〒812-0007

福岡県福岡市博多区東比恵1-2-12 Ｒ＆Ｆセンタービル

TEL:092-451-6748, FAX:092-472-5136
http://www.omron-fe.co.jp/
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