優良企業1000社の会員を目指すビックパワーネットワーク

月刊福岡ビジネス協議会
発刊日：平成２０年１１月１８日
この内容は下記のＦＢＫ ＷＥＢサイトで
ご覧いただけます。

第３２号

http://www.fbknet.com

第６３回

08年1１月度月例会
担当：組織充実委員会

開催会場：リッツ５

開催日時：2008年1１月１３日（木） 1７時～

世界不況で大変厳しい状
況ですが、ＦＢＫの会員企
業がお互いに交流を図り
乗り越えていきましょう。
世話人代表の石川さん

総合司会の河野さん

福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）会員様

新会員企業ＰＲ

新会員ゲストの紹介

各位

ＦＢＫ財務委員会
委員長

中野

久米夫

第６４回（１２月度）月例会のご案内

① エフワン（篠崎さんさん）
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。様々なニーズにお答え致
しております。

日頃よりＦＢＫの諸活動にご協力を賜り誠にありがとうございます。
１２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。
今年最後の月例会として忘年会を兼ねており、恒例のビンゴ大会なども行いますので、
是非たくさんの会員の方々のご参加を、宜しくお願い申し上げます。
１．日時

２００８年１２月１１日（木）
１７：００〜２０：５０
入会説明会は、１５：３０〜１６：３０ に実施致します。
※新入会員の方、ゲストの方のご参加をお待ちしています。
※メンバー変更などで初めてＦＢＫに入られた方は必ずご参加をお願いします。
２．場所
ＫＫＲホテル博多
福岡市中央区薬院4−21−1
電話：092-521-1361
★入会説明会：同じ
★地図：
http://www.kkr-hakata.com/access/index.htm
３．議事 １７：００～１７：０３
代表世話人挨拶
石川 代表世話人（３分）
会場責任者ご挨拶 ＫＫＲホテル博多様（３分）
１７：０４～１７：０６
・ゲスト、新メンバーの紹介（５分）・・会社名、名前のみ
１７：０７～１７：５０
・交流成果・キャンペーン状況発表（３分）
・緊急提案、連絡事項（2分×先着5社以内）
・士業ワンポイントセミナー（１５分）
※講師：（株）プライム評価研究所

１７:５０～１８：１５
１８:１５～１９：００

中島様,添野様

テーマ：不動産鑑定関連

・各委員会、分科会からの連絡（５分）
・次回月例会の案内（5分）・・・事業推進企画委員会
・新入会員紹介コーナー
１社５分 × 会社数未定
特別講演
議題：「メタボ派は脳疲労から」
医療法人社団ブックス 理事長 藤野武彦氏（九州大学名誉教授）

今回は組織充実委員会で「ブースお見合い大会」と広報委員会
の協力で「企業お見合い大会」を開催いたしました。商談のきっ
かけとなる2大会を大いに活用し、各社の交流成果の増大に繋
がるように、熱心に対応されました。またロビーでは４社の皆さ
んによる即売ブースが設置され販売に熱が入っていました。

・懇親会
・ビンゴ大会
※緊急提案ご希望の方は、１１月２８日までにメールにて事務局へお申込ください。
先着５社に限ります。早めにお申込下さい。
※好評の物販を今回も実施する予定ですのでご希望の会員様は事務局まで
ご連絡ください。（多くの会員様の出店を希望します）
※忘年会を兼ねております。ビンゴ大会を予定していますので、
カレンダー、手帳など景品のご提供いただけるものがあれば、当日会場へお持ち下さい。
４．確認事項
●懇親会参加費は ４，０００円になります。なるべく釣銭がいらないようにお願いします。
●出欠は１１月２８日（金）までにＦＢＫサイトからご入力ください。
１９：１０～２０：５０

（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。）

●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。
以上

＜講

師＞

医療法人社団 ブックス 理事長 藤野
レオロギー機能食品研究所長
ＮＰＯ子どもの命を守る会 副代表
循環器専門医
超音波指導医

武彦氏

（九州大学名誉教授）

＜講演等内容＞
生活習慣病やうつ病から人々を救うべき幅広い活動で全国で講演されていますし
子供たちの脳疲労とアレルギー疾患を懸念し、各分野の専門家と共に
「ＮＰＯ法人子どものいのちを守る会」を創設

＜著書では＞
・
・
・
・

ブックスダイエット（書肆侃侃房）
我慢するのはおやめなさい（毎日新聞社）
ダイエットクッキング（小学館）
ダイエット（朝日新聞）

＜がん早期発見＞
・がん遺伝子検査にて早期発見が可能

交流

お見合い進行の渡辺さん

お見合い司会の中島さん

懇親会乾杯の木戸さん

中締めは組織充実委員会を代表し西村さん

ぶーす

テクニカルライト

緊
急
提
案

サッポロビール

山口油屋福太郎

愛和

よろしくお願い
いたします！

【左】 宗像グリーン（釜瀧口さん）・・・同社店舗／サービス、イベントのご紹介、正月飾りの案内等。
【中】 ダイレクトマーケッティングシステム（西山さん）・・・ＤＭ等の配送コストを２０～３０％削減の提案。
【右】 パソナ・・・（内田さん）社員教育・社員サポート・アウトソーシング事業の紹介。

☆新会員のご紹介

10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。

・日立キャピタルサービス株式会社
遊休設備有効活用サービス（工作機械、産業機械、理化学機器、半導体・液晶製造装置）の買取／売買仲介／
販売・オフィス機器有効活用サービス（不要ＰＣ・ＰＣ周辺機器）の買取サービス、データ消去、中古ＰＣ販売サー
ビス・病院経営サポートサービス（ＴＶカードシステム・パーキングシステム）・リース満了資産の管理代行サービ
ス（リース満了時の事務代行）

・関西酵素株式会社
市場・顧客のニーズ等から、新商品（化粧品等）を企画立案し、様々な大手企業に対して、ＯＥＭ方式（相手作ブ
ランドによる製品開発）による提案型営業を行い、入浴剤をはじめとした、化粧品・医薬部外品等を製造販売して
いるメーカーです。当社しかない感性を大胆な発想で、これまで様々な企業へ賞品提供を行い、数々のヒット商
品を生み出している会社です。

・日野出株式会社
食品包装資材・家庭紙日用品の卸売業、食品用トレー・袋・副資材・レジ袋・衛生用品、家庭紙（ティッシュ・トイ
レットペーパー）・紙おむつ・ゴミ袋、台所用品等

今年度目標「交流実績件数３５０件/月」
10 月 度 実 績 ：
73,200 千 円 （ 302
件）
2008年度目標取
引件数：330件／
月に対し、２８５
件と低迷してい
ます。世界不況
の中、今こそＦＢ
Ｋ の 組 織力 を発
揮 し 交 流成 果を
上げるべく活動
を推進しましょ
う。１０月より始
まりましたキャン
ペーンも「訪問活
動強化月間」とし
て営業活動を活
発に行い、交流
成果を上げる
チャンスです。会
社を上げてＦＢＫ
への理解を深め
ましょう。

百万円

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）
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交流成果事例発表
２００８年６月ＦＢＫ月例会「企業お見合い大会」において弊社、Ｅ－グラ
フィックスコミュニケーションズ㈱と九州朝日放送㈱様は、株式会社日
立博愛ヒューマンサポート様との交流面談を行いました。当お見合い
大会で日立博愛ヒューマンサポート様の抱える課題等をおうかがいし、
後日弊社よりご提案を実施。
・ＫＢＣラジオ毎週水曜日『天気予報』ご提供。
・ラジオカーひまわり号によるフィランソレイユ笹丘からの生放送
・ＫＢＣラジオ番組ＰＡＯ～Ｎ内社長の椅子コーナー吉岡社長（ＦＢＫメン
バー）出演

豪華プレゼントの応募締め切り(３回）
１０月３１日応募締め切り（１１月初旬抽選）
１１月３０日応募締め切り（１２月初旬抽選）
１２月２０日応募締め切り（１月月例会抽選）
１０月応募はチャンスが３回
１１月応募はチャンスが２回

１０月末の応募者の締め切りをいたしました。
応募総数３６６名の方に応募いただきましてありがとうご
ざいます。
このデータをＰＣに取り込んで、今回の１５４名を選出いたし
ました。（１５４名の当選者のカードを作成し、抽選箱にカー
ドを入れて１１月の世話人会で各賞の決定を行いました。
１１月の３０日で第２回目の締め切りを行います。まだ登録
されていない方は、大至急投稿してください。
１０月より投稿された方も２回目のチャンスです。今回は７７
名の方に当たります。

第６回よか値マル得キャンペーン１次抽選（１１月）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

賞品提供会社
コカ・コーラウエストジャパン賞
サッポロビール賞
如水庵賞
西鉄興業賞
西鉄シティホテル賞
西鉄旅行賞
日産（販売会社３社）賞
日立電子サービス賞
福岡ソフトバンクホークス賞
福太郎天神テルラ賞
宗像グリーン賞
山口油屋福太郎賞

プレゼント賞品
ドリンク１ケース
「麦とホップ」缶350mi
筑紫もち10個入り
割引チケット5枚セット
ランチペアー券
ＪＣＢカード1，000ｘ５名、
地下鉄カード1，000ｘ５名
「NISSAN ＧＴ-Ｒ」ダイキャスト
ペアワイングラス
ホークスゴルフグッズセット
「千石の郷」ペア入浴ご招待券
花の栽培セット
めんべい420円
合計

１１月
1
1
5
100
1
10
1
1
1
3
20
10
15 4

委員会分科会よりのお知らせ
若手分科会特別講演会
「日本の基本文化と日本流経営」
講師：長谷川 裕一 氏
株式会社はせがわ 代表取締役会長
～人と人とのつながりが社会の基本～
社団法人日本ニュービジネス協議会連合会
日時：平成20年10月15日（水）
会長

人を結びつける“和”という日本の基本文化を思い起こすとき』物価の
上昇、金融不安、食の安全性への不信、痛ましい事件など不安要素
に満ち溢れた社会情勢の中、今こそ生き方の原点を再考すべき時で
はないでしょうか。人や企業が元気になるために必要なものが何な
のかを語っていただきました。懇親会では講師と一緒に交歓を行い、
著書にサインや似顔絵をその場で書いて頂き大変盛り上がりました。

介護・福祉分科会チャリティーバザー開催
11月8日（土）に、山口油屋福太郎様で開催されました”福太郎まつり”において、恒例のFBKチャリティ
バザーを開催し、お蔭様で、57,680円の収益（累計976,515円）をあげることができました。商品をご提供
いただいた各社、当日参加いただいた皆様、バザーにてご支援いただいた皆様に厚く御礼を申し上げます。
これまでに、累計823,755円を寄贈（福岡市へ車椅子（20台）、福岡県西方沖地震義捐金、ミャンマーサイク
ロン義捐金、中国四川省地震義捐金、骨髄バンク推進連絡協議会、KBCラジオチャリティミュージックソン
等々）してまいりましたが、今後も、皆様のご支援を得ながら、継続的に活動をおこなう所存です、よろしく
お願い申し上げます。

１０月１４日九重町側のＦＢＫ受け皿として「九重“夢”創造塾」が設立されました。

トキが棲む山里田園風景

ＦＢＫではニュービジネス分科会が窓口となります。分科会員以外の方も商談や九重町の状況に付いての問
い合わせもご相談ください。
トキの件で中国へ訪問を実施。西安で開かれた「日中陝西協力会年会」出席と漢中市洋県の「トキ自然棲息
地」の視察の為九重町永尾副町長はじめ関係者と一緒にＦＢＫ側として九州大学アジア総合政策センターの
国吉先生、新華通信ネットジャパンの福田さんが同行参加されました。パワーポイントによる九重町の自然や
農業の紹介、トキ交流への取組みなど素晴らしいプレゼンをされました。

ペットボトルのキャップで世界の子供にワクチンを届けよう
ＦＷＦ(福岡 ＷＥＭＥＮ’Ｓ ＦＯＲＵＭ）では今後取組んでいきます
小さなキャップでも、分ければ資源 リサイクルして価値ある材料に ゴミとして焼却
処分されますと、キャップ400個で3150ｇのCO２が発生しますペットボトルのキャッ
プをみんなで集めようキャップは４００個で１０円になります。ポリオワクチンは１人分
２０円
２０円で１人の子どもの命が救えます あなたの行動が、世界の子どもと
地球の未来を創ります 。
ペットボトルエコの内容について

回収

ＦＢＫ・九重町交流コンペ開催

リサイクル
メーカー

http://ecocap007.com/

ワクチン寄贈団体

１１月１５日(土）湯布院カントリークラブにて九重町との懇親コンペを
開催いたしました。
ＦＢＫより１５名、九重町より１６名の皆様の参加により和気あいあい
と交流を深めました。
これを機会に「九重創造塾」をゴルフ愛好会としても後方支援の一
助になるようにお手伝いできればと思っています。月例会とは違った
雰囲気で懇親できたのではと思います。
また、これを機会に「九重創造塾」をゴルフ愛好会としても後方支援
の一助になるようにお手伝いできればと思っています。又幹事グ
ループも成功したのかなとホッとしております。

途上国へ

九重創造塾長安部様

九重町特産品開発ご協力依頼
「九重“夢”大吊橋」をはじめとする物産館等で販売されている土産品について。
売れ行きの良い土産品は、町外のもので地元の活性化に繋がっておらず、地元の農産物・特産品を加工して土産品を開
発することが当面の課題となっております。
つきましては、町内産品を使っての（基本的に）商品開発を検討しておりますので、ぜひともＦＢＫの会員の皆様に提案を
いただければ幸いです。
※ 九重町の特産品（農産物）は次のとおりです。
・米 ・トマト ・ミニトマト ・キャベツ ・白ネギ ・白菜 ・ 大根 ・レタス ・ピーマン ・トウモロコシ ・梨 ・ユズ ・ギンナン ・ブ
ルーベリー ・栗 ・生椎茸 ・乾椎茸等
※ 但し、条件としては、
1．町内産品を町内で商品化して販売
2．町内産品を町外で商品化して販売
3．町外産品を町内で商品化して販売
● 上記の商品化が原則ですが「九重“夢”大吊橋」にふさわしい、また、お土産として喜ばれる土産品があれば提案をお
願いします。
● 提案期限は、平成20年12月15日までとさせていただきますが、その後でも良いアイデアがありましたらよろしくお願い
申し上げます。
● 問い合わせ先
大分県九重町役場内 九重町観光協会事務局 帆足富夫
電 話 ０９７３－７６－３１５０
ＦＡＸ ０９７３－７６－２２４７
九重町観光協会メールアドレス info@kokonoe-k.com

福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）事務局
E-Mail： fbk@cnc.bbiq.jp
〒812-0008 福岡市博多区東光２－７－２５
株式会社正興電機製作所（内） 別館１階

発刊責任者：ＦＢＫ事務局 青木重則
TEL.092-432-3269 ＦＡＸ092-287-9039
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事務局
【入会・運営全般】
【ＷＥＢ・会計全般】
【ＷＥＢ・業務全般】
◎担当：原田（損保ジャパン内）
◎担当：吉田（日立キャピタルＯＢ）
◎担当：青木（日産キャリアサービス内）
◎TEL.092-481-5338 FAX.092-481-5370
◎TEL.092-432-3269 FAX.092-287-9039
ＦＢＫ電話080-3969-8710
ＦＢＫ電話080-3969-8712
ＦＢＫ電話080-3969-8711
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

