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今期は累計で１０００件を突破する勢いです。頑張りましょう！
４月度は３００件を切りましたが、これは通常件数が多い企業様の報告が間に合わず残念ながら
目標をクリアできませんでしたが、５月で挽回できると思われます。
累計ではＦＢＫ発足当時から、件数で１万件近くになり、また金額では４５億に手が届くところで
す。各社営業活動はどのようにされていますか？アポイントを取り相手に迷惑が掛からないように
大いに活動してください。ホームページに各社の展示会や講演会等の告知が出来る様、新規シス
テムを公開しています。大いに活用しましょう！
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第４９回月例会
（５月度）

２００７年５月１７日
会場：久留米大学
担当：研修委員会

「会員企業見学会」

福太郎めんたい工場・ブリヂストン鳥栖工場・コカ・コーラ鳥栖工場
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VTR、作業) 見学 挨拶 山口常
務、 説明 中村さん・・・辛し明太の
歴史・福太郎の歴史（深い海の中を
イメージした青いステージが印象的
でした）お昼はおいしいめんたいと海
鮮どんぶりをいただきました。
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ＦＢＫ交流成果実績表（累計）
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☆「第５０回（６月度）月例会」のご案内
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担当：ＷＥＢ委員会

福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）会員 各位
平成１9年５月吉日
Ｗｅｂ委員会
委員長 青木 重則

・挨拶 岩松工場長、 説明 里見総務課長、牛島
技術課長 ビデオ上映 ブリヂストンの歴史、タイ
ヤが出来るまで他質問と工場見学他。（今回は人
数が多くて後半の見学は半数のみ次の機会に）

第５０回（６月度）月例会のご案内
日頃よりＦＢＫの発展にご協力いただき、誠に有難うございます。
６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。
「ＫＫＲホテル博多」様でＦＢＫ初めての月例会ですが、全会員合同で月例会および懇親会の
開催となります。当月は、Ｗｅｂ委員会で実施いたしますが、今回はＦＢＫ5周年を記念して
ＦＢＫのＨＰ新機能の説明会も実施いたします。会員企業にとって重要な展開をする内容です。
各会員最低1名以上のご参加を、宜しくお願い申し上げます。
記
１．日時 ６月 14日（木）
１７：００～
（入会説明会は、１５：３０～１６：３０）
（ＫＫＲホテル博多2階「オリオン」に説明会の会場を準備致しております。）
２．場所 ＫＫＲホテル博多
（国家公務員共済組合連合会福岡共済会館）
福岡市中央区薬院4丁目２１－１ ＴＥＬ092-521-1361
http://www.kkr-hakata.com
月例会、懇親会会場：2階「シリウス」「スピカ」
３．議事 １７：００～１７：０５
代表世話人挨拶
山口 代表世話人
１７：０５～１７：１０
ＫＫＲホテル博多 責任者挨拶
１７：１０～１８：０５
・新入会員、ゲストの紹介
（５０分）
･交流成果発表
・緊急提案（一社当り ３分以内／ ３社）
・士業ワンポイントセミナー １５分
講師：税理士 福田 英明 氏
・各委員会、分科会からの連絡
インターネット分科会より
「会員検索システム説明会」
・次回月例会の案内 ＜総務委員会＞
１８：０５～１８：２０
・企業ＰＲ（１５分／1社）
企業ＰＲ会社
①
正興ＩＴソリューション
１８：２０～１９：００
・分散会
（「自己紹介メモ」及び「自社ＰＲ資料」をご持参ください）
１９：００～２０：３０
・懇親会
・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！
・インターネット分科会でＦＢＫのＷｅｂ機能の相談コーナー開設
４．確認事項
●出欠は５月３０日（水）までにＦＢＫサイトからご入力ください。

コカ・コーラ鳥栖工場 見学
挨拶と概要説明 吉松工場長
ビデオ上映・製造ライン見学

（最近、ご入力が遅れがちです。懇親会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３１日までにメールにて事務局へお申込ください。
●当日、出店希望の会社は５月末までに事務局にお申込ください。
●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。
●今回も「古切手」「使用済プリカ」の回収をいたします。ご協力ください。
●「分散会」を実施致しますので「自己紹介メモ」を各自８枚程ご持参ください。
●懇親会の会費はお一人４，０００円です。領収書を準備いたします。

挨拶をされるＦＢＫ
メンバーの三好さ
ん質問にも対応さ
れていました。

西鉄バス
博多駅：博多駅中央正面口バス停
Ａ番バス乗場 より
9・10・11・15・16・17・18・19番系統の
バスにご乗車ください。
（急行・快速以外のバスにご乗車ください）
地下鉄
地下鉄七隈線「薬院大通」駅1番
出口を出て右：徒歩3分
※地下鉄天神駅下車，天神南駅乗換え
以上

～１９年度に向けて～

「会員企業見学会」は、会員企業３社のご協力によりおこなわれました。各社親切に対応
いただき、有意義な１日でした。又各社お土産をいただきありがとうございました。
月例会は久留米大学「御井キャンパス」でおこなわれ、メンバーの駄田井教授による「筑
後川流域での文化資源と創造的地域づくり」をテーマで講演会をいたしました。また定例会
では薬師寺久留米大学学長より大学の紹介と沿革についてごあいさついただき、懇親会で
は１３名の大学教授や職員の方の出席をいただき、交流を深めました。

ＦＢＫ活動充実アンケート実施
担当：総務委員会
ＦＢＫ活動の充実に向け会員メンバー皆様方の意見を頂戴し、より充実した会へ発展す
るよう多くの皆様のご協力お願い致します。昨年に引き続きＷＥＢより実施いたします
が、内容は少し追加をしています。この内容は６月度の世話人会で中間発表を行い、各
委員会や分科会で１９年度の計画検討をおこなうに当たり、皆様にいただいた意見を反
映していきたいと思っています。短期間ではありますが、宜しくお願い致します。
実施期間 ： 平成１９年５月２１日～５月３１日 会員専用ＷＥＢ公開

ＦＢＫ５周年記念事業「ＦＢＫロゴマーク募集」のお知らせ 担当：広報委員会
平成１９年５月２１日～６月１５日まで
ご挨拶の薬師寺学長

講演会：久留米大学駄田井教授

総合司会の墨屋さん

福岡ビジネス協議会は今年で5周年を迎えます。これを機に更なる発展を象徴するロゴ
マークを作成し、「明日を拓く生きた情報や幅広い知識を吸収しさまざまな活動」をおこ
なってまいります。会員企業のメンバーや社員及び家族の皆様にもＦＢＫを理解していた
だき、この会にふさわしいロゴマークを考えていただき、多数応募お願い致します。
（詳細はＦＢＫのＷＥＢをご覧ください）
図書館での講演会と定例会

乾杯の音頭は原田教授

新入会員・ゲスト紹介

挨拶の副代表世話人宮根さん

５周年

第５回ＦＢＫ設立５周年記念事業実行委員会開催

当番委員会の皆さん丸１日の工程ご苦労様でした

５月１０日(木)第５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。

大学食堂での懇親会

懇親会司会の西山さん

中締めは古川さん

当番の研修委員会の皆さん

☆新会員のご紹介
４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。
・ブリヂストンタイヤ九州販売株式会社
タイヤ、自動車関連用品の卸販売業務
・株式会社ナイチンゲール
看護職員の急な休み・繁忙期における超短期～長期の看護人材派遣、及び職員の
休退職・増員や新規オープンに伴う常勤・パート募集における看護人材紹介等
・株式会社日立物流
システム物流（３ＰＬ）事業、一般貨物・重量品の輸送～搬入～据付作業

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（祭日）福岡国際会議場でやることを決定し１０００名を目標に集客いたします。
○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）
キャンペーンパンフの作成費用等を勘案し、ＦＢＫヒストリーや講演会企業ＰＲを含め
総合的なパンフが出来ないか検討。
○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２段を６月世話人会で承認し６月月例会で会員の皆様に説明を実施しする。
○事務局体制の検討 責任者：幹事会
今後の事務局体制について素案の発表がありました。
○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（会員会社従業員及び家族）よりマークを募る。
５月２１日よりメール及びホームページで募集展開

