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【交流成果】 ０７年度目標３６００件１０億円達成しました！
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７月（２６６件３７、１０８、７０４円）０７年度累計３７７７件１、０４７、０６８円
通算累計１４５６２件５８億９６３６万円
０７年度当初目標３６００件１０億円を達成いたしました。金額には表せない成果もありま
すが、お互いがギブ＆ギブの精神でがんばりましょう！
０８年度の目標は月間３３０件年間４０００件の１１億円です！
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２０ ０８ 年７月 度交流 成果
266件 37,108,704円
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０８年度会員の担当委員会シャッフル（２年毎）⇒新しい仲間で委員会を盛り上
げ、より身近なところで交流を図ってください。
広報委員会

「事務局設置に伴う財源確保策」起案審議
全会員を対象とした「活動充実アンケート」を実施し、
Web上で１２４名から回答頂いた。
回答を分析し、６月の世話人会並びに７月の月例会で
全会員に発表した。
アンケートの意見を活かして、
各委員長が２００８年度の活動
計画策定をした。

月刊福岡ビジネス協議会継続発刊 （第１７号07/8月
～第２８号08/７月まで発刊済み） 第２６号からはＡ４
版を並行発刊
企業検索、商品検索などのデータ登録の充実 イン
ターネット分科会との共同にて

第６０回(６月度）月例会「ＦＢＫ企業お見合い大会」
の実施 １０４社（１７４名参加） [課題]●参加率の
アップ
●出欠入力が遅く当日まで組合せ調
整に苦労

事業推進企画委員会

財務委員会

多方面に拡張するタイムリーな分科会の創設と促進
時代のニーズにあった産学官連携や地方公共団体連携を
模索。会員相互の認知度アップの為の企画立案・実施。

５月に事務局を開設したのでその 備品購入等による
特別支出約８３万円。
上記事務局開設に伴う事務所家賃 （３か月分）、スタッ
フ交通費等の 予算外支出があります。
定期総会費用で約２０万、キャンペーン と５周年講演
会で各５０万円の赤字。
これを一般経費等の黒字で一部穴埋めし 最終的に約
８０万円の 繰越金減少となりました。

事業推進企画委員会の基では
・国際ビジネス分科会
・介護・福祉分科会
・ニュービジネス分科会
・不動産ビジネス分科会
・物流分科会
それぞれの分野で、より専門的にビジ
ネスの拡大に向け活動しています。

事業推進拡販委員会
２００７年度交流成果（ ２００７/８～２００８/７ ）
３７７７件 １０億４７０６万円（月平均３１５件）
［累計］１４，５６２件 ５8億９６３６万円
第５回よか値マル得キャンペーンの実施・運営 ５周年
記念号としてパンフレット２５，０００枚配布 （期間中１
０４８件２億４５００万円の成果）

九重町との「夢の架け橋交流会」夜なべ談議

厚生事業委員会
懇親会でテーブル対抗ダーツ大会を開催 会員相互のより一層の交流を深め
る為にゲーム（ダーツ）を実施
ゴルフコンペの開催 「ゴルフ愛好会」を設立し、年２回実施 月例会とは違っ
た、会員相互の親睦を深めることができた。

研修委員会
企業見学会のアンケートによる候補地選び 福岡県東部地区
の候補地をアンケートで募集し、絞り込んだ。
企業見学会
博多駅集合（バス1台） ・大和ハウス工業
（株）九州工場 ・福岡県立鞍手竜徳高校 ・宗像グリーン（株）
“フラワーメッセ宗像”見学
講演会の実施 講師：九州大学 国吉教授 テーマ：中国企業
動向～成長する中国企業との連携

◎キャンペーンチラシへの広告掲載企業募集
キャンペーンにあわせて配布しますキャンペーンチラシへの広告掲載を
お願い致します。

７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。

・スターティア株式会社
弊社は法人様を対象にオフィスのワンストップソリューションサービスを展開しております。 電話回線の手配
から各種電話割引サービス（NTTサービス ひかり電話 ソフトバンクテレコム おとくライン ソフトバンクモバ
イル ホワイトプラン）の登録手続き・電話工事。 什器・オフィス家具・ビジネスフォン（PBX)や複写機・複合機
（デジタル複合機・カラー複合機）の販売。 ネットワーク機器（ルーター）のレンタルサービスやセキュリティ対
策、拠点間通信のVPNサービス（固定IP） ホームページ制作（ウェブ制作）電子ブック自動作成ソフトの販
売。 などのサービスをワンストップにて提供しております。

・株式会社 サムシング
設立より１１年という若い組織で、設立当初から一貫していることは、誠実・透明・わかりやすさ。この３つをシ
ンボルにお客様に接しています。私どもの業界は地面の下という極めて特異なエリアをクローズアップした業
界で、ともすれば改ざんが横行する業界です。そのわかりにくい地盤というものをわかりやすく、見えないもの
を見えるようにしていくことが使命と思い活動しています。
地盤調査、地質調査、地盤改良及び杭工事、地盤保証保険等の業務内容を行っています。

・エフワン 株式会社
当社は、1000万人の体型データを基に紳士服、婦人服のオーダースーツを主に販売しております。
価格帯は20,790円から315,000円まで取り揃えており、様々なニーズにお答え致しております。
オーダースーツだから出来る世界で一着だけのスーツでより皆様の個性を輝かせることが出来れば幸いです。

・株式会社 ユニマットライフ
全国１10ヶ所を超える販売拠点と独自のネットワークで企業、官庁、病院、学校に18万台以上のコーヒーサー
バー、ティーサーバー（給茶機）、ミネラルウォーター、ＲＯ水（逆浸透膜精製機）を提供しております。また清潔
で快適な環境を提供する為、空気清浄機やマット、モップのレンタルをはじめ、純正、再生トナー販売等さまざ
まな角度から快適なオフィス空間を全国一律のサービスで安心してご利用頂けます。

第６回 ＦＢＫキャンペーン
毎年恒例のＦＢＫキャンペーンを実施いたします。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
訪問強化月間を行います。

会員企業への参加率アップへの対策 ●参加皆勤賞
アップ 表彰対象企業 ２９社 （前年同時期２７社）
●毎月の月例会で、各テーブルごとに世話人を配置 ●
未参加企業への参加呼びかけ（今年度未参加73社）
委員会のシャッフル化 ●前回から２年経過につき、全
数シャッフル

☆新会員のご紹介
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当面の目標である会員数３００社の早期達成 《結果》
２８４社 → 267社（２００７/７月現在）⇒１７社増加
（新規入会４２社、退会２５社、差引き１７社増加）
企業推薦ランキング上位の会員企業を表彰（１３社）
入会審査を通った企業（入会推進中企業）のフォロー
アップ毎月の月例会における入会説明会の実施（15：
30～16：30） 前半３０分・・・ＦＢＫ全体像の説明 後半
３０分・・・ＷＥＢの活用説明
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委員会別活動報告（総会で活動実績として提案されます）

組織拡大委員会
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ＦＢＫが発足して６回目の総会を迎えます。例年通りご来賓や報道関係を迎え開催いたしま
す。１年のまとめと来年度の活動計画を決める重要総会です。正副会員全員の出席をお願い
致します。
また この機会にＦＢＫの活動を社内に知っていただくためにも、社内のトップにも是非参加し
ていただいてください。
1.開催日 ２００８年９月１１日（木） １５時３０分より受付
2.開催場所 ソラリア西鉄ホテル ８階 「彩雲」
3.スケジュール
一、第６回定期総会
１６時００分～１８時００分
一、定期総会記念講演会 １８時２０分～１９時２０分
一、定期総会懇親会
１９時３０分～２１時００分

5,896

4,428

4,000

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□□■□■□
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

件

件
5,682

5,500

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□□■□■□

０７年度

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）

6,000

◎キャンペーンプレゼントへの協賛企業募集
キャンペーン時に、会員企業の皆様へ商品プレゼントをおこないます。

今年の
プレゼント応募は
ＷＥＢより
事業推進拡販委員

会

◎キャンペーン・クーポンへの協賛企業募集
キャンペーンチラシにＦＢＫ会員企業で御利用頂けるクーポンをつけたいと
思います。割引やサービスなど、会員会社社員の皆様への御提供をお願
い致します。

委員会・分科会だより

詳細はＷＥＢでご確認ください

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）開催いたしました。
■「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）

６グループに分かれての意見交換会

■「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）
九重３湯の女将さん達とＦＢＫ参加者

