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【交流成果】 ０７年度当初目標３６００件１０億円にもう少し

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）事務局
E-Mail： fbk@cnc.bbiq.jp
【入会・運営全般】
◎担当：原田（損保ジャパン内）
◎TEL.092-481-5338 FAX.092-481-5370
【ＷＥＢ関連】
◎担当：吉田（日立キャピタルＯＢ）
◎TEL080-3969-8712
【ＷＥＢ・業務全般】
◎担当：青木（日産キャリアサービス内）
◎TEL.092-432-3269 FAX.092-287-9039
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

６月（２５１件５０、９６７、０３１円）０７年度累計３４８４件９９９、０６４，７３７円。
通算累計１４２６９件５８億４８３６万円
０７年度当初目標３６００件１０億円にもう少し（７月頑張れば到達する予定）。
０８年度の目標は月間３３０件年間４０００件の１１億円です！
百万円

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）

累計件数
累計金額

開催場所：ソラリア西鉄ホテル ８階彩雲
担当委員会：総務委員会
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福岡ビジネス協議会臨時総会報告
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福岡ビジネス協議会 臨時総会が開催されました。
第一号議案・第二号議案とも賛成多数で議決されました。
［日時］ 平成 ２０年 ７月 １０日 （木） １９：００～１９：２０
［場所］ ソラリア西鉄ホテル
［司会］ 事務局 原田さん
出席会員数 128社 ・ 委任状 34社 （現会員数 ２８３社で５０％以上）
議長：代表世話人 ㈱正興電機製作所 山口さん

写真9

写真10

写真12
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■定例会・・・・・・・・・総合司会 総務委員長 日立製作所 上野さん（写真４）
・ 代表世話人挨拶：山口代表世話人（写真1）
・ ソラリア西鉄ホテル責任者挨拶：豊福総支配人（写真２）
・ 新入会員・ゲスト紹介（写真３）
・ 交流成果発表：事務局吉田さん（写真５）
・「活動充実アンケート」結果報告：総務委員会副委員長 羽田野さん(写真６）
・ ２００７年度活動報告と２００８年度活動計画：上野副代表世話人（写真７）
・ その他審議事項：
①０８年度役員（案）原田事務局世話人（写真８）
②委員会シャッフル（案）河野組織充実委員長（写真９）
③FBKキャンペーン岩渕事業推進拡販委員長（写真10）
キャンペーンチラシ広告募集・・７月３１日締め切り
・ 緊急提案
①日立博愛ヒューマンサポート：吉岡さん・・コンサート（８月３日）（写真13）
②葉隠・・・芦塚さん・・明太子PRとブース販売（写真14）
③福岡日産自動車・・古賀さん・・ヤフードーム大商談会（写真15）
・ 新入会員PR
①西鉄プラザ（写真11）
②ベルスタッフ（写真12）
・ その他連絡事項
①中国ビジネス研修旅行
第一回説明会・７月１６日・西鉄旅行古川さん（写真16）
②ニュービジネス分科会：田中丸さん・・７月１８日（写真17）
（九重町遊休物件見学者募集・女将さん会とのビジネス交流会・
九重町デザイン会議参加者募集）
・ ９月定期総会案内：原田事務局世話人・・・９月１１日全員出席要請。

第６回福岡ビジナス協議会定期総会
開催のご案内
下記日程で開催いたしますので全会員
の皆様の出席をお願いいたします。
記

第二号議案
①第二条 事務局移転 （同上）。
事務局世話人変更 （日立キャピタル㈱殿 削除）
②第十三条 事務局世話人を ３社以内 とする。
③第十八条 事務局は世話人会に出席して意見を述べる事が出来る。
④細則第五条 事務局は必要に応じ委員会に出席して意見を述べる事が出来る。

１．開催日 ２００８年９月１１日（木）
１５時３０分集合
２．開催場所 ソラリア西鉄ホテル ８階
３．スケジュール
①第６回定期総会 １６時～１８時
②講演会 １８時２０分～ １時間
③懇親会 １９時３０分～２１時
④参加費 １名８０００円
写真13
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会社トップの方や一般メンバーの方の
参加をよろしくお願いいたします。
（懇親会参加の場合参加費８０００円）

■懇親会・・・司会・・九電ビジネスフロント 岡さん・下田代さん（写真２１）
乾杯・・・サイコム 杉村さん（写真２２）
中締め・・・ 西部ガス興商 福田さんと総務委員会の皆さん（写真２4）

☆新会員のご紹介

第一号議案
２００８年度より 会費を 月額 ３０００円 に増額
（４月より事務局を ㈱正興電機製作所殿 に移転した為、運営費に不足が
生じる。但し、よか値マル得キャンペーン参加費 ６０００円 は廃止する）

6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。

・株式会社 日本航空

福岡ビジネス協議会
写真入り名簿を作成
します。正しい情報
をＷＥＢより確認し間
違いがある場合は修
正しましょう！
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「ＦＢＫ活動充実
アンケート」
集約結果発表

JALグループは、総合力ある航空輸送グループとして、お客さま、文化、そして
こころを結び、日本と世界の平和と繁栄に貢献します。
(1) 安全・品質を徹底して追求します
(2) お客さまの視点から発想し、行動します
(3) 企業価値の最大化を図ります
(4) 企業市民の責務を果します
(5) 努力と挑戦を大切にします
航空業としての各種運賃のご案内・国内線ファーストクラス誕生「JALビジネスきっぷ」

第６回 ＦＢＫキャンペーン の御案内

・株式会社 石村萬盛堂
「鶴の子」を作り続けて百年余り、『伝統と革心』『守破離』の実践『光義後利』など社業の核とし今後も守って
いき、そして博多の人達の『心のふるさと』であり続けたい。

・株式会社 クラブメッド
バカンスの先進国フランスはパリに本部を置き、誕生から半世紀以上にもわたり進化しつづけるクラブメッ
ド。世界有数のバカンス企業のパイオニアとして、現在では世界25カ国以上、約８0ヶ所のリゾートを運営し
ております。選び抜かれた美しい自然の中につくられたクラブメッドリゾートでの過ごし方は、食事・リラク
ゼーション・スポーツ・エンターテイメントなど多彩なプログラムから自分だけのバカンスを創り上げるスタイ
ル。ここ福岡からは国内2ヶ所（沖縄石垣島カビラ、北海道サホロ）と海外8ヶ所（タヒチボラボラ、オーストラ
リアリンデマン島、バリ、プーケット、ビンタン島、チェラティンビーチ、モルディブカニフィノール、モーリシャ
スアルビオン）を中心に旅行商品化しております。その他エジプエルグナト・メキシコカンクーン・モロッコな
どエキゾチックな世界遺産エリア数多くのリゾート運営しております。旅行代金にはバカンスに必要なほと
んどのものが含まれている「プレミアムオールインクルーシブシステム」を採用。このシステムに価値を見
出されている人がかなりの頻度で繰り返しご利用いただいております。旅なれた方はもちろんはじめての
ご参加の方やご家族連れやハネムーナーなど幅広い層にお勧めできます

・株式会社 エイチ・エル・シー
システムの開発から運用保守まで、ＩＴ関連サービス

・松井美恵税理士事務所
中小法人、個人事業者を中心に記帳指導、記帳代行から決算、税務申告まで、女性ならではのきめ細や
かなサービスをモットーとしております。専門用語はできるだけ省いてご説明とご指導をさせていただいて
おります。

総務委員会では毎年行っています、活動を充実させる
ために、会員の皆様の意見を集約し、翌年度の活動の
指針作成の参考にしています。詳細はＷＥＢの会員サイ
ト「アンケート結果」で確認することが出来ます。

委員会・分科会だより
ニュービジネス分科会

「九重町の町興し、村興し」第３弾 企画
７月１８日（金）開催いたします。
詳細申込はＦＢＫ会員サイト http://www.fbknet.com
■「九重町遊休施設見学会」３箇所
８：３０ 九重町役場ロビー集合（約３時間半）
■「九重町温泉旅館組合女将さん達との意見交流会」
12：３０ 泉水コミュニティーセンター（約３時間）
■「九重飯田高原デザイン会議との意見交流会」
１９：３０ 泉水コミュニティーセンター（時間制限なし）

毎年恒例のＦＢＫキャンペーンを下記要領にて実
施いたします。今回からキャンペーンの内容を大き
く変更し、皆様のビジネス交流に貢献できるように
と企画いたしました。
キャンペーン期間
２００８年１０月１日～１１月３１日 の２ヶ月間
キャンペーンチラシの協賛募集
◎キャンペーンチラシへの広告掲載企業
◎キャンペーンプレゼントへの協賛企業
◎キャンペーン・クーポンへの協賛企業
２００８年７月１０日～７月３１日までFBKホーム
ページにてお願い致します

詳細はＷＥＢでご確認ください
■「九重飯田高原ナイトハイク」・・・
ウォーキングです。
日時：８月２日(土）
１５時集合～
３日(日）８時頃解散
場所：九重飯田高原一帯
集合場所：九重 泉水コミュニ
ティーセンター
会費：大人 ２５００円
中高生２０００円
小学生１５００円
ハイク距離：フルコース 42.195Km
(翌朝５時頃ゴール）
ハーフコース 23.7Km
（深夜１２時頃ゴール）
ＦＢＫ会員企業の申込はＦＢＫＷＥＢ会
員サイトよりお願いいたします。

