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☆新会員のご紹介 ８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。

第30号

３０号ー１

今年度目標「交流実績件数３５０件/月」

　０７年度は最終、月当り交流実績件数315件という実績で、目標の３００件に対し5％の目標オーバーでし
た。今年度も３５０件の目標を掲げて挑戦していきます。自社の商品や事業内容はホームページの検索機
能を十分生かし、ＰＲを行い、営業活動を活発化してください。
新会員の企業ＰＲを１年間行ってまいりましたが、新会員の皆様はこれを機会に積極的に活動されていま
す。また１年間に１４０名の方が正副メンバーとして登録されました。新しい仲間として、ベテランの皆様ご指
導よろしくお願いいたします。

　福岡ビジネス協議会も設立６周年を迎えました。通常の活動報告や活動計画、会計報告、年
間スケジュール等と、企業間の事業提携等の事例発表もおこなわれました。

第６回　福岡ビジネス協議会定期総会式次第
第１部　総会
　　　１． 開会の辞
　　　２． 代表世話人挨拶
　　　３． 来賓紹介とご挨拶
　　　４． 祝電披露
　　　５． 議事
第2部　定期総会講演会
第3部　定期総会懇親交流会

分科会を通じ、より専門的にビジネスを研究し、レベルアップを図ります。
同じ環境の問題点を解決し、自社のビジネスの拡大と、個人のスキル向上に役立てます。
会員間の情報や技術を出し、新たなビジネスモデルを創設します。
地域とのかかわりを強くし、地域経済や福祉の発展に寄与します。

開会の辞（山田さん）

総合司会（羽田野さん）

閉会の辞（竹田さん）

来賓ご挨拶：九州経済産業局
国際部国際企画調査課長

　松谷昭一様

世話人代表の山口さん

●ＦＢＫマーケットプレイスを更に使いやすくし、
活動を活発にすることにより、ＢtoＢ・ＢtoＣの
取引拡大を目指す。
1.分科会紹介ページの公開
2.よか値マル得ｷｬﾝﾍﾟｰﾝのWeb対応
3.ｻｰｸﾙ(ｺﾞﾙﾌ愛好会等)活動登録照会機能サポート
4.分科会･ｻｰｸﾙ活動の表示改善
5.商品･ｻｰﾋﾞｽ検索機能サポート

●士業（専門職）メンバーのさまざまな知識やノ
ウハウを会員の方に提供するなどの活動。
1.月例会にて「士業ワンポイントセミナー」開催
　・時効について　　　・離婚と年金分割
　・相続と相続税の基礎知識
2.各士業の知識、ノウハウ、経験を会員に提供

●ＦＢＫに企業の国際化と海外ビジネスチャンス
の獲得に向けた体制を作ります。
・海外研修やセミナーの開催

●３０代までの若手会員による情報交換と自己
研鑽を目的に設立。
1.若手会員相互の情報交換および自己
　研鑚を目的とし講演会や意見交換を実施
2.講演｢経営者視点から見る事業運営｣
3.年初に各自の年間目標を発表

インターネット分科会

士業ビジネス分科会

国際ビジネス分科会

若手分科会

●高齢化社会の本格到来に向け､福祉面で社会
貢献し、会員のビジネス拡大にも発展。
1.福太郎祭りにてチャリティバザー開催
2.フクエキ感謝祭にてチャリティバザー開催
3.月例会にてＫＢＣラジオチャリティ
　　ミュージックソンへ寄贈
4.ニュービジネス分科会で討議中の
　福祉関連案件の紹介

●不動産を主としたＢtoＢ、ＢtoＣのビジネスマッ
チ。
1.マキハウスギャラリーの見学会コンセプト・商品説明等
2.リアン祗園ビルの見学、ビル運営の勉強会
3.㈱プライム評価研究所さんの新規事業説明
4.糸島農協様との情報交換会　「地区の今後の展望」
5.住友金属様のシステム建築セミナー

●ビジネスネタの情報交換と各社のニュービジネ
ス支援、並びに将来の共同事業立上げ等を検討
します。
1.少子高齢化が進む団地の問題点について話し合う
　「西区生松台団地の現状」について
2.コンシェルジェサービスの展開に関して・「西区生松台
　団地での朝市」開催に関して検討
3.特別セミナー
　「高齢者向け医療サービス事情について」
4.高齢者を対象とした事業を行っている会社の状況を
　整理しビジネスが可能か検討する。

●物流システムのソリューションを提供することに
より、会員各社物流レベルのアップとビジネス拡
大に寄与する。
1.会員企業の物流現場見学会の実施
2.物流改善（コスト改善）に関する改善事例・成功事例
　等の情報の発信
3.ＦＢＫ会員に存在する「物流現場での悩み」の積極的
　発掘　「物流現場の悩み」をアンケートにより問題点を
　掘り起こし、改善・改良の方法･手段等を提供する

介護・福祉分科会

不動産ビジネス分科会

ニュービジネス分科会

物流分科会

●ＦＢＫ各社に在籍する女性社員のネットワー
クを作り、自己啓発及び分科会メンバーの課題
解決や勉強会を実施。
1. 「キャリアアップ熊本」と相互の交流会　熊本では
　パレアフェスタにて「女性のための政治学」に参加
2.分科会メンバーの会員企業プレゼン及びPRの実施
3.好感度UP・魅力UP・メークアップ講座
4.ファイナンシャルプランセミナー
5.脳を鍛えようセミナー
6.グループワークによる問題解決

福岡WOMEN’S FORUM

分科会活動報告（あなたもチャレンジしてみませんか、各分科会では新会員募集中）

全体発表（大塚さん）

物流分科会（小林さん）

ニュービジネス分科会
（阿部さん）

　　　　　　「日産：モノづくりの原点と道」

　　講師：日産自動車株式会社

　　　　　　　理事九州工場長　　川瀬　賢三　様

　　　　　　　　ー福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）創立６周年を迎えてー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡ビジネス協議会　代表世話人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(株)正興電機製作所　山口　博文

創立６周年を迎えることが出来ますのも、ＦＢＫの活動方針である『会員
による自主運営』、『ゆるぎない人間関係の創造』を力強く実践してきたこと
により、活発に活動されている会員の皆さまのご努力と、業務ご多忙のな
か本会の運営・発展にご尽力頂いている世話人の方々のご協力、ならび
に福岡経済界の方々のご指導・ご支援のおかげです。心より感謝し厚く御
礼申し上げます。

さて、この１年を振り返って見ますと、毎月の『月例会』加え、『企業お見
合い大会』では１対１の商談会、『会員企業見学会』では大和ハウス殿・九
州工場、県立鞍手竜徳高校殿・総合学科、宗像グリーン殿・小売店舗の見
学など、多彩なイベントを開催し、情報交換・親睦に取り組んで参りました。

また、５周年記念特別講演会では、健康をテーマにマラソンランナー谷川
真理さんに｢スポーツから得られるコミュニケーションと健康｣、全国骨髄バ
ンク推進連絡協議会会長 大谷貴子さんに｢骨髄バンク今新たな一歩｣と
題してご講演を頂きました。健康について改めて考える良い時間を頂いた
と思います。

2008年の日本経済は、原油を中心とした資源価格の急騰により、材料
費、経費の増大が企業利益を大幅圧縮すると共に物価高を押し進めたこ
とにより、個人消費も失速状態となりました。
今後とも、アメリカ経済やアジア・新興国の景気動向により日本経済は大
きく左右され、景気の先行きは不透明感を強めています。

ＦＢＫ会員の皆様には、この困難な経済環境を会員間の交流を通じてパ
ラダイムシフトを実現することで乗り切って頂きたいと思います。

今後ともＦＢＫは、大きな交流成果を生み出すための改善、スケールメ
リットを損なわない運営を、会員の皆さまと一致協力し、リアルな人の交流
とバーチャルなインターネットサイトでの交流により成し遂げ、皆さまのビジ
ネス拡大に向けて活動して参ります。
会員企業の皆さまがＦＢＫを活用して勝ち組となることを祈念し、私自身も
努力して参ります。ＦＢＫに更なるご支援・ご協力を賜りますようお願い申し
上げ、ご挨拶とさせて頂きます。

① モノづくりのＤＮＡ
「創業者・・・鮎川義介（あいかわ　よしすけ）」
「（自動車という）事業は我々のような野武士でなければ出来ない」早くから和魂
洋才でアメリカに渡米し、鋳物技術を元に企業を成長させる。国産自動車に夢を
抱き、起業家として１９３３年自動車製造株式会社設立し翌年、日産自動車へ社
名変更。
② 内なる生存競争
コスト競争・品質競争は全世界の日産工場・他メーカーの工場と行う。パフォーマ
ンスをグローバルで比較し、ベストプラクテスを交換
③ モノづくりの道
限りないお客様への同期
④ マネージメントＷＡＹ
「すべては1人ひとりの意欲からはじまる」焦点はお客さま、原動力は価値創造、
成功の指標は利益です。
・ 野武士が世界の中心で愛を叫ぶ！
・ 九州の地に“グローバル日産の核となる拠点”を作りだそう！
・ 「工場周辺関連」・「工場周辺」・「地方行政」の人々と良い関係を築こう！

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

・西日本鉄道株式会社　事業創造本部

西鉄１００周年事業として、８月８日にスタートした事業です。結婚の日程相談から、会場、ドレス、コーディ
ネート、料理内容の提案や、企画運営までの結婚に関する全ての相談サロンです。九州では、初めての本格
的なプロデュース会社です。勿論、結婚式・披露宴だけでなく、新居やインテリア、引越しからハネムーン、披
露宴に呼べなかった方への返礼品まで、全てをご案内いたします。結婚予定のカップルに、是非、ご案内くだ
さい。オリジナル商品の提案・製作も行っています。

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）
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２００８年８月度交流成果
2５６件　74,275,089円

累計件数　　　　　　１4、825件
累計金額　　５9億7，081万円

会計報告（森田さん）

会計監査報告（福田さん）

新役員体制　新世話人の選出と承認で、47社６０名の世話人の方が、今後2
年間の任期で活動していただきます。大変ご苦労をおかけますが、よろしく
お願いいたします。

第２部講演会

第6回福岡ビジネス協議会総会

 開催会場：ソラリア西鉄ホテル
 開催日時：2008年9月11日（木）　16時～

世話人が選任されました

あなたも新しい分
科会を創ってみま
せんか！

分科会は正副メン
バーの方が世話
人会で提案し、承
認を得て正規に
活動できます。事
業の拡大や質の
向上に向け仲間
と一緒に活動して
ください。

新任挨拶
ただいま総会で決定しました活動計画を会員の皆様の
ご意見を聞きながら、力強く推進してまいりますので、ご
協力、ご指導をよろしくお願い申し上げます。
 就任にあたっての抱負
①現会員のビジネス接点拡大の具体策を実行する。
     そのための活動内容の充実を推進する。
②月例会に欠席がちな会員に対する対応策を考える。
③本年度３００社の会員増の必達。

新代表世話人には　福岡日産自動車（株）石川　進さん

新

　④世話人体制の充実をはかる。特に女性世話人１０名の活躍の場の提供
     を行う。
　⑤産官学連携活動を今まで以上に具体的に推進する。
　⑥広くアジアまでも視野に入れたビジネスの接点拡大を目指す。

新任挨拶の石川さん
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　０８年度主な活動内容（０８年９月～０９年７月）

広報委員会

組織拡大委員会

事業推進拡販委員会
研修委員会

厚生事業委員会

総務委員会

財務委員会

組織充実委員会

事業推進企画委員会

ＷＥＢ委員会

０８年度の各委員会の実行計画ですみんなで達成しましょう！

総会で上野総務委員長の代表説明が
おこなわれました。

第３部懇親会

月例会出席皆勤賞新入会員推薦表彰

福岡市経済振興局長
　渡辺正光様の乾杯のご発

懇親交流会司会
（内田さんと徳永さん）

新しい写真入名簿を配布する広
報委員会の皆様（左）
受け取ったらすぐに裏表紙に自分
の名前を記入してください。管理に
はくれぐれもご注意ください。

優秀会員表彰式がおこなわれました

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

平成２０年９月吉日

福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）会員様　各位

　　　　　事業推進拡販委員会　

　　　　　　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。

　　　　　　１０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。

  　　　　　当月は、事業推進拡販委員会が担当いたします。

 　　　　　 皆様の多数のご出席をお願い申し上げます。

記

１．日時 １０月　９日（木）　　１７：００～

      　（入会説明会は１５：３０～１６：３０）　

２．場所 　　ＲＩＴＺ５（リッツファイブ）

　福岡市博多区美野島１－１－１　　　　　Tel　０９２－４７２－１１２２（代）

３．内容 ◇定例会

１７：００～１８：２０ ・代表世話人挨拶

・ＲＩＴＺ５様挨拶

・新入会員、ゲストの紹介

・交流成果発表

・新会員企業PR、緊急提案

・第６回よか値まる得キャンペーン詳細説明

・同キャンペーン広告協賛企業PR（一括して実施）

・各委員会、分科会からの連絡

・次回月例会の案内＜組織充実委員会＞

１８：２０～１９：００ ・分散会

　（「自己紹介メモ」「自社ＰＲ資料」をご持参ください。）

◇懇親会

１９：１０～２０：３０

４．確認事項

●出欠は９月３０日（火）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。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）

●新会員企業ＰＲ，緊急提案ご希望の方は、９月３０日までにメールにて事務局へお申込み

 　　ください。

●当日の物販商談会出店希望の会社は９月３０日までに事務局にお申込みください。

●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。

●「分散会」を実施致しますので「自己紹介メモ」を各自１０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。

（直前のキャンセルは会費を後日請求させていただきます）

　　　　　以上

第６２回（１０月度）月例会のご案内

１．総務委員会はＦＢＫ活動の要であり、 世話人会・各委員会
及び分科会と連携して 体制の強化と活動の充実を図る。
２．２００９年５月に「活動充実アンケート」を実施し、会員の皆
さんの意見を吸収してＦＢＫ活動に生かす。

１．入出金管理の継続 　２００８/８月に200８年度の
 　会費請求書を全会員に発送
２．収支予算に基づき財務運営

１．当面の目標である会員数３００社の早期達成
２．入会推進中企業のフォローアップ実施
３．企業推薦ランキング上位の会員企業を表彰

１．会員企業への参加率アップへの対策
 ・未参加企業を１社でも減らす （当番委員からの呼び
　　かけ、紹介者からの呼びかけ）
２．月例会のやり方を見直し
 ・企業お見合い大会とブースお見合い大会の同時開催を検討

１．企業お見合いとブースお見合いを組み合わせた新方式の
検討
２．「入会のご案内」パンフレットの改訂
３．写真入会員名簿の改訂第5版作成

1.ＷＥＢ内容の充実と活用
　・企業検索、商品検索データ登録の充実
　・メールマガジン検討 　新規登録内容を定期的にメール配信
　・インターネット分科会との連携

１．第６回よか値マル得キャンペーンの実施と運営 内容を変
更し、簡素化と費用削減にて実施（運営費６０００円を廃止）
冊子をチラシ的にして、広告を１社１万円として広く募集。 プ
レゼントは協賛企業分のみでＦＢＫ負担ギフト券は廃止。 期
間を０８年１０月～１１月の２ヶ月と早める。
２．交流成果目標前年の10％増し
　　月間３３０件（年間４０００件１１億円）

１．福岡県、福岡市との情報交換会の検討ならびに ニュービ
ジネス分科会を中心とした九重町との連携への支援
２．博多駅周辺開発構想の講演会の開催
３．環境問題に関する取組の検討 商品紹介や斡旋、取組企
業の紹介
５．新規分科会の創設 【アンケートによる設立希望分科会】
　 ・アライアンス研究分科会 ・トラベラー分科会 ・環境問題研
究会・リサイクル分科会

１．企業見学会を実施により新たなビジネスの接点の検討や
提携を生み出す場としたい。
２．見学可能な企業や施設をリスト化し、会員の希望を勘案し
て決定する。
３．候補地は会員企業を優先するが、ビジネスにつながれば
非会員企業も視野に入れる。

１．懇親会でゲーム等を計画　 ・・　休日に行えるイベントも
模索
２．ゴルフコンペの実施 　・・　年２回を計画
３．福利厚生データベースの整備
会員各社で利用できる、宿泊設備、飲食、スポーツ施設など
の 情報を収集し、ホームページに掲載。

会員の拡大・・３００社突破！を当面の目標 　会員拡大はビジネスチャンスの
拡大→１会員１社推薦運動の展開
2008年度会員間交流成果・・・昨年度の１割増 　月間３３０件（年間4000件１1
億円目標） 　小さな取引の積み上げで強固な信頼関係を築く
08/10月～１１月「第６回よか値マル得キャンペーン」 　新方式、経費を抑え
た方法で検討
産学官連携を強力に推進･･･九重町との連携で成功事例を！
目的別分科会を更に充実･･･質と数の両面を伸ばす！
ＦＢＫホームページの更なる拡充に取り組む

人脈つくりはまず相手に自分を知ってもらうことです。自分から積極的に声を
かけ、相手のことを知り、顔と名前を覚えましょう。相手に何かしてやれること
がないか、
自分が先にＧｉｖｅをする・・・Ｇｉｖｅ＆Ｇｉｖｅの精神で行動してください。
人脈つくりは先行投資です。ビジネス成果はその後に続いてきます。

「ありがとう」の感謝の気持ちを態度で表そう…交流成果は必ず報告
会の発展につくそう・会員拡大につとめよう…当番月に欠席しない
会と会員の為に何ができるかを考えよう…Ｇｉｖｅ＆Ｇｉｖｅの精神
ＦＢＫに迷惑をかけない…政治、宗教、占いの話は一切しない
会員間では肩書・役職なしの「･･･さん」づけで発言しよう

順位 推薦者 推薦件数

1 株式会社愛和 5

1 株式会社正興商会 5

3 日立キャピタル株式会社 3

4 福岡電装機器株式会社 2

4 株式会社西鉄シティホテル 2

4 株式会社渡辺藤吉本店 2

4 株式会社博巧印刷 2

4 川邊事務所 2

4 プラス株式会社　九州支店 2

4 株式会社サイコム 2

4 株式会社チヨダ 2

4 株式会社テクニカルライト 2

4 株式会社ハーバーランドトラベル 2

組織拡大委員会
企業推薦ランキング上位の会員企業
を表彰し、会員３００社を目標に組織
の拡大をしていきます。

組織充実委員会
会員企業への月例会への参加率アッ
プへ向け工夫をし呼びかけを行って
いきます。

福岡ビジネス協議会全体の取組み

第3部の懇親会では内田さんと徳永さ
んの司会で、和やかに行われました。
「新入会員推薦表彰」や「月例会出席皆
勤賞」の表彰式、九重町からは坂本町
長さんをはじめ6名の方の出席を得、お
土産に朝収穫のとうもろこしを200本も
プレゼントいただきました。抽選で5本
セットで40名の方にお持ち帰りいただき
ました。
アトラクションではメンバーの渡辺さん
率いる「南京玉すだれ」で楽しい一時を
過ごしました。もちろんFBKの本来の目
的である交流を深めながらの懇親会で
した。最後は古川さんを中心に祝い目
出たと博多手一本で締めました。

１０月・１１月
抽選で豪華プレゼントが
　　　抽選であたる
　　　　　チャンスは３回

--キャンペーン期間--

会員名 会員名

1 株式会社エクセニシムラ 16 株式会社ネオ倶楽部

2 株式会社落合天弘堂 17 博多運輸株式会社

3 株式会社九州日立情報システムズ 18 株式会社博巧印刷

4 株式会社九州日立ソリューションズ 19 ピーアンドディービジネス株式会社

5 株式会社九電ビジネスフロント 20 日立キャピタル株式会社

6 株式会社極東エレテック 21 日立キャピタルオートリース株式会社

7 サッポロビール株式会社 22 福岡西鉄タクシー株式会社

8 株式会社サニクリーン九州 23 福岡日産自動車株式会社

9 正興ＩＴソリューション株式会社 24 福太郎天神テルラ株式会社

10 株式会社正興商会 25 豊光産業株式会社

11 株式会社ダイワス 26 宗像グリーン株式会社

12 株式会社チヨダ 27 株式会社メディアボックス

13 株式会社西宣 28 株式会社山口油屋福太郎

14 西鉄運輸株式会社 29 株式会社渡辺藤吉本店

15 日産キャリアサービス株式会社


