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第第第第16回ＦＢＫ定期総会では、表彰式・講演会・抽選会が開催回ＦＢＫ定期総会では、表彰式・講演会・抽選会が開催回ＦＢＫ定期総会では、表彰式・講演会・抽選会が開催回ＦＢＫ定期総会では、表彰式・講演会・抽選会が開催

され、２６０名を超す参加者にお集まりいただきました。され、２６０名を超す参加者にお集まりいただきました。され、２６０名を超す参加者にお集まりいただきました。され、２６０名を超す参加者にお集まりいただきました。

――――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 次次次次のののの２０２０２０２０周年周年周年周年にににに向向向向かってかってかってかって――――

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。

昨年、設立１５周年を迎えるに当たり、ＦＢＫを活力ある組

織にするための方策として、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。

要約すると、ＦＢＫ活動の中枢を担う各委員会が組織的に

機能するよう、委員会を「運営統括担当」、「会員サービス

担当」、「ビジネス推進担当」の3グループに担当分けし、

各委員会が、自己のミッションだけに単独で取り組むので

はなく、他の委員会と連携をとって、所属する担当グルー

プの役割に共同で取り組む組織に改めました。また、担当

グループの役割に副って、各委員会のミッションの見直し

を行い、目的意識をもった効果的な委員会活動を行うよう

にしました。

このような新しい組織体制で、「会員の増強」、「成果があ

がる仕組みづくり」、「活力を維持できる組織づくり」の３項

目を重点課題として取り組み、更なる拡大、発展を目指す

ことといたしましたが、この一年間を振り返ってみますと、

組織改正の効果が出た部分と出なかった部分があります。

特に、「会員の増強」については、期待した結果が出せず、

２０１７年度は、新規入会１６社、退会３０社、実質１４社減

となりました。

２０１８年度に入ってからも１３社の退会が発生しており、

喫緊の課題として会員増強策に取り組む必要があります。

「会員企業１社が、新規入会する企業を１社推薦しましょ

う」という趣旨の「１社１社運動」に加え、退会を減らす方

策として、例えば、新入会員がＦＢＫに早く馴染めるように

サポートする体制を作るとか、月例会を欠席がちな会員を

フォローする体制を作るとか、そのような仕組みを作るこ

とによって、会員が活発に交流し、結果的に退会者が減る

ような取り組みをしたいと考えています。

会員の皆様の絶大なご支援、ご協力をお願いいたします。

2018年9月13日開催 会場 八仙閣



第一部 定期総会

委員会・分科会からの連絡

開会開会開会開会のののの辞辞辞辞 新野新野新野新野さんさんさんさん 議長議長議長議長 古川古川古川古川さんさんさんさん

総合司会総合司会総合司会総合司会 柴田柴田柴田柴田さんさんさんさん 閉会閉会閉会閉会のののの辞辞辞辞 笠笠笠笠さんさんさんさん

新役員・委員長・世話人挨拶
皆勤賞・相互訪問キャン

ペーン表彰・一社一社運

動表彰

神社仏閣研究会神社仏閣研究会神社仏閣研究会神社仏閣研究会 住吉大社住吉大社住吉大社住吉大社

参拝参拝参拝参拝のごのごのごのご案内案内案内案内 山田山田山田山田さんさんさんさん

第一号議案審議

迫田さん

総会の成立に

ついて

事務局山田さん

第二号議案審議

山田さん

第四号議案審議

新野さん

ＦＢＫＦＢＫＦＢＫＦＢＫ山歩山歩山歩山歩のののの会会会会 紅葉狩紅葉狩紅葉狩紅葉狩りりりり山歩山歩山歩山歩

のごのごのごのご案内案内案内案内 坂東坂東坂東坂東さんさんさんさん

ＦＢＫＦＢＫＦＢＫＦＢＫのののの森清掃活動案内森清掃活動案内森清掃活動案内森清掃活動案内

永末永末永末永末さんさんさんさん
ゴルフゴルフゴルフゴルフ愛好会愛好会愛好会愛好会 ゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペ

のごのごのごのご案内案内案内案内 小方小方小方小方さんさんさんさん

〇副代表世話人 安部さん（会員交流推進）

〇新監査役 清田さん（事業推進企画）

〇新委員長 染谷さん（財務）

井手さん（組織拡大）

橋本さん（組織充実）

城戸さん（厚生事業）

〇新世話人 森山さん（広報）

藤川さん（研修）

古澤さん（厚生事業）

佐々木さん（事業推進企画）

窪田さん（事業推進拡販）

添野さん（会員交流推進）

糸山さん（会員交流推進）

〇月例会皆勤賞表彰 対象３２社

〇相互訪問促進キャンペーン表彰

・委員会別表彰 第一位 組織拡大委員会

・会員別表彰 第一位 株式会社ジェント

〇一社一社運動表彰

・第一位 株式会社三友アンブレラ

第二号・三号議案

審議

染谷さん



抽選会

演題

『中国のモバイル決済現状と中国人観光客の

ＳＮＳ集客方法について』

■■■■ 交流成果交流成果交流成果交流成果 （２０１８年（２０１８年（２０１８年（２０１８年 8888月末現在）月末現在）月末現在）月末現在）
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ＦＢＫ交流成果実績表（累計）

百万円 件

2018201820182018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

293293293293件件件件 69,815,21569,815,21569,815,21569,815,215円円円円

累計件数累計件数累計件数累計件数 40,77240,77240,77240,772件件件件

累計金額累計金額累計金額累計金額 141141141141億億億億2473247324732473万円万円万円万円

第二部 講演会

第三部 交流会

イラストレーター 谷口 亮氏にインタビュー

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの

マスコットの作者

(株)ポイントイェス

代表取締役

任 順利氏

乾杯乾杯乾杯乾杯 松浦市長松浦市長松浦市長松浦市長

友田友田友田友田 吉泰様吉泰様吉泰様吉泰様

来賓来賓来賓来賓ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶 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 瀧口瀧口瀧口瀧口 裕様裕様裕様裕様

中締め中締め中締め中締め

祝いめでたと祝いめでたと祝いめでたと祝いめでたと

博多手一本博多手一本博多手一本博多手一本

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

渡邊さん渡邊さん渡邊さん渡邊さん

たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの豪華賞品豪華賞品豪華賞品豪華賞品のののの

ごごごご提供提供提供提供ありがとうありがとうありがとうありがとう

ございますございますございますございます！！！！



・・・・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：吉田・山領・竹下

□■□■□■□■□■□■□■

□■□■□■□■□■□■□

【渉外】

◎担当：山田

□■□■□■□■□■□■□

■第■第■第■第162162162162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。今回のＰＲ商談会は、15社の企業様にプレゼンテーションを行っていただきます。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11日（木）17：00～20：30

・入会説明会は15：30～16：30 同会場にて実施致します。新入会員の方、ゲストにてご参加ご希望の方は事務局宛にメールをお願い

致します。メンバー変更などで初めてＦＢＫに入られた方は、必ずご参加をお願い致します。

場所：アークホテルロイヤル福岡天神 福岡市中央区天神3-13-20 電話：092-724-2222

■開催概要

・3会場、各会場5社（計15社）の企業様にプレゼンテーションを行っていただきます。

（今回は会場の都合上、展示ブースはありません）

■タイムスケジュール

◇定例会

・17：00～17：05 ＰＲ商談月例会 概要説明(各会場にて)

・17：05～17：55 ＰＲ商談会（50分）

※計15社（3会場×各5社）

※1社10分

・17：55～18：10 休憩（会場設営）

・18：10～18：15 代表世話人挨拶

株式会社アークホテル様 御挨拶

・18：15～18：20 新メンバー・ゲスト紹介

・18：20～18：25 交流成果発表

・18：25～18：30 各委員会・分科会からの連絡

・18：35～18：40 次回例会の案内（組織充実委員会)

◇交流会 18：50～20：10

・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

・出欠は10月4日(木)までにＦＢＫサイトからご入力ください。

・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。

・ＰＲ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。

・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。

・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。

・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株式会社グロービス

②株式会社インボイス

③レッドホースコーポレーション株式会社

④株式会社愛和

⑤くぼた総合法律事務所

⑥株式会社シティアスコム

⑦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

⑧株式会社ドコモＣＳ九州

⑨黒木建設株式会社

⑩株式会社ラクス

⑪大栄電通株式会社

⑫フィリップモリスジャパン合同会社

⑬株式会社フラウ

⑭株式会社南福岡自動車学校

⑮オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

◇ＰＲ商談会 発表企業一覧◇

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

事業推進拡販委員会事業推進拡販委員会事業推進拡販委員会事業推進拡販委員会 貞末貞末貞末貞末さんさんさんさん

昨年昨年昨年昨年のののの
ＰＲＰＲＰＲＰＲ商談会風景商談会風景商談会風景商談会風景


