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第１３号

３月度も又々３００件をわずかですがオーバーいたしました。また金額では、１１１，６２１千円と１
億を突破、順調な推移をおこなっています。
累計ではＦＢＫ発足当時からの順位を表示していますが、ＷＥＢでは年別（１月～１２月）の累計
を見れるようにしています。新会員も増加しそれぞれの会員企業の方が努力されている様子がう
かがえます。ＦＢＫに入会した目的は交流成果を上げることが第１目的ですが、月例会に参加し、
まず知り合いになり相手企業の内容を確認しましょう。
百万円

TEL.092-432-3269 FAX.092-287-9039

２００７年３月度交流成果
3 01件 111 ,621,903円
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第４８回月例会
（４月度）

担当：厚生事業委員会

会場：ＲＩＴＺ５

月例会前にボーリング大会を開催！
会場：サンアローボール
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（ＦＢＫ会員企業の矢野特殊自動車）

百万円

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）
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挨拶の副代表世話人羽田野さん
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☆「第４９回（５月度）月例会」のご案内

１0月

１1月 12月

懇親会では本日のボーリ
ング大会の表彰式がおこ
なわれまし た。 各会 員企
業の方より たくさん の賞
品を提供していただきまし
た。 厚 くお 礼申 し上 げま
す。

３月

集合場所
ホテルセントラーザ前
（ローソン前）

福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）会員 各位
ＦＢＫ研修委員会
委員長 墨屋義法

第４９回（５月度） 月例会『企業見学会』のご案内

終了後ＲＩＴＺ５の月例会
会場へ移動し通常の４月
度の月例会を実施。
月例会では、今月の
テーマ士業ワンポイントセ
ミナー「離婚と年金分割」
について福岡中央労務管
理センターの 「黒 土 武
義」様にお話をいただきま
した。又当日は東京で異
業種交流会開設準備をさ
れ て い ま す ゲ ス トの 皆さ
んが９ 名参加され皆様に
紹介されました。
インターネット分科会で
は、ＦＢ Ｋ５ 周年を記念し
たＰＨ改定の説明をＦＢＫ
のＨＰを運用管理してい
た だ い て い る 、 正 興 Ｉ Ｔソ
リューションの原様により
説明を実施いたしました。

1月 ２月
2007

担当：研修委員会

2007年4月12日

総合司会の迫田さん

9,000

6,000
2,500

1,500

４ 月１ ２ 日第４ ８ 回月例
会をＲＩＴＺ５で実施いたし
ました。月例会 の前 に厚
生事業委員会の皆様の
企画による会員皆様の親
睦を目的としたボーリング
大会を、会員企業の矢野
特殊自動車様の「サンア
ローボール」で開催いたし
ました。普段たまったスト
レ ス を 解 消 し て いた だい
たのではないでしょうか！

10,000

日頃よりＦＢＫの発展にご努力頂き、誠に有難うございます。
５月の月例会は企業見学会になっています。候補地をアンケートにより募集した結果、多数の候補地から絞り、
昨年と同様に、貸切バスでの移動による会員企業の工場等の見学と大学のキャンパスでの月例会を実施します。
又、今回は久留米大学の駄田井教授による「文化資源と創造的地域づくり」のテーマでの講演会も行います。
お忙しい中とは存じますが、個人ではなかなか見学したり講演を聴くことができませんので、是非、多くの方が
参加していただきますようお願いいたします。
記

交流成果発表の吉田さん

１．開催日

５月１７日（木）
（年間計画では、5月18日（金）を設定していましたが、泊り込み無しの為、前日の木曜日へ変更）

２．集合場所と時間 （移動が大変ですので、出来るだけ貸切バスをご利用下さい）
①博多駅筑紫口
９時３０分 （博多駅受付：ホテルセントラーザ横のコンビニの前）
・貸切バスを利用して見学会を実施します。（西鉄バス）

新入会員・ゲスト紹介

②久留米大学 御井ｷｬﾝﾊﾟｽ（図書館） １６時２５分
・ＪＲ久大線利用の方（ＪＲ久留米大学前駅より徒歩５分） ・自家用車利用の方（学生駐車場を利用）

３．施設企業見学及び講演会
①１０：１０ ～ １１：１０
②１２：００ ～ １３：００
③１３：００ ～ １５：００
④１６：３０ ～ １７：３０
４．月例会
議事

緊急提案の各社

場所

福太郎めんたい工場（製造工程、ＶＴＲ、計量、包装作業）見学
昼食
ブリヂストンタイヤ鳥栖工場見学
定員の関係で２班に分かれます
コカ・コーラ鳥栖工場見学
久留米大学 駄田井教授講演 （久留米大学 図書館 ）

テーマ 「筑後川流域での文化資源と創造的地域づくり」
久留米大学 学生会館 ２階 レストラン

１７：４０～１７：４５
１７：４５～１８：００
１８：００～１８：３０

月例会
学生会館

・代表世話人挨拶
山口 代表世話人
・久留米大学 挨拶
・新入会員、ゲストの紹介
･交流成果発表
・緊急提案、連絡事項

ワンポイントセミナーの黒土さん

・各委員会、分科会からの連絡
・次回月例会の案内 ＜ＷＥＢ委員会＞
１８：３０～２０：００

集合

・懇親会 「懇親会を分散会として実施」
（各テーブルで懇親会をしながら分散会を実施）

図書館

●帰りのバスは、一台は西鉄久留米駅経由博多駅行きとなります。
５．参加費用
① 博多駅乗車 ５，０００円（昼食代込み）
② 久留米大学 ４，０００円（月例会のみ）
６．確認事項
●出欠は４月３０日（月）までにＦＢＫサイトからご入力ください。
（最近、ご入力が遅れがちです。貸切バス手配の都合もございますので、ご協力宜しくお願いします。）

●緊急提案ご希望の方は、５月１０日までにメールにて事務局へお申込ください。
●チラシ等の配布希望の方は月例会の前までに会場にて、各机上に配布してください。
●今回は「懇親会分散会」を実施。「自己紹介メモ」を各自８枚程ご持参下さい。
●会費はお一人５，０００円（懇親会・バス代）、４，０００円（月例会のみ）です。領収書を準備いたします。
（お釣りがないように、５，０００円は５千円札、４，０００円は千円札４枚でお願いします）
当日の緊急連絡先 研修委員長 墨屋 携帯番号 090-3417-2040

研修委員長による
次回の月例会の説明
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東京で異業種交流会開設準備を
されるゲストの皆さん

。

ー

企業ＰＲの平岡さん
ストライク!!

分科会だより

インターネット分科会

ＦＢＫのＨＰ機能追加のお知らせ

ＪＡ糸島の「伊都菜彩」ＯＰＥＮ案内
に合わせ皆さんにプレゼント

第４８回月例会にて発表のＦＢＫ・ＨＰの機能追加がおこなわれました。今回ＦＢＫの活動に関す
るイベントの日程、ＦＢＫ会員企業が自社の展示会・発表会・イベント・展示会等の日程や案内状を
掲載できる機能追加です。またＦＢＫの活動日程については、出欠が登録でき幹事様の手間を省
ける機能となっています。、ＦＢＫ活動が拡大するよう大いに活用してください。
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懇親会司会の徳永さん内田さん

ボーリングの表彰式で！

乾杯の音頭は国芳さん

中締めは田中丸さん

☆新会員のご紹介
３月より新しく入会された会員企業です、よろしくお願いいたします。
・古賀税務会計事務所
税務、会計、財務を通して、企業経営をサポート
・西南観光開発株式会社
セブンミリオンカントリークラブ ゴルフ場
・麻生教育サービス株式会社
ＩＴのリテラシー教育から技術者養成、資格取得のサポート、人材の紹介・派遣、会ご
福祉の資格取得教育、技術教育、人材の紹介・派遣、ヒューマン教育としてビジネスマ
ナー教育、コミュニケーション向上・管理職研修
・シーエススチール株式会社
一般鋼材販売・加工、鉄骨工事
・藤屋事務所
経営コンサルタント（中小企業診断士・社会保険労務士）

５周年

第４回ＦＢＫ設立５周年記念事業実行委員会開催

４月５日(木)第４回実行委員会がおこなわれました。各実行項目に対する進行状況の発表が
あり内容についての検討がなされました。
実行項目
○講演会 責任者：西鉄シティホテル（羽田野さん）
１１月２３日福岡国際会議場でやることを決定した。内容については今後詰める
○ＦＢＫヒストリーの作成 山口代表、事務局
事務局より素案を提出し、出た意見を次回加味して再提案をする
○5周年よか値マル得キャンペーン
責任者：Ｅ－グラフィックス コミュニケーションズ（高宗さん）
今月中に担当者会議を開催する。
○ホームページ見直し 責任者：日産キャリアサービス（青木さん）
第１段を今月月例会で説明を実施し、ＨＰへアップする
○事務局体制の検討 責任者：幹事会
○ロゴマークの選定 責任者：日立電子サービス（中島さん）
６月１５日締め切りで全会員よりマークを募る。

※実行委員として参加できる方大歓迎です。

