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２１年５月２２日
この内容は下記のＦＢＫ ＷＥＢサイトで
ご覧いただけます。
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http://www.fbknet.com

第６9回（0９年5月度）月例会
開催日時：2009年5月21日（木）
担当：研修委員会

開催会場：福岡ヤフージャパンドーム

5月は恒例の「会員企業見学会」を開催いたしました。西鉄バス二日市（会員）様のご協力をいただきまして中型バス3台を連ねまず
は那珂川町立福岡女子商業高校（会員）を訪ねました。その後近くのＪＲ新幹線車両基地へと向かいましたがあいにくの雨で、一部の
見学になりました。月例会会場の福岡ヤフージャパンドームまでは激しくなった雨の中時間が少しずれましたが、新しくなったグランド
の人工芝や和みシート、シスコシートを見学し講演会・月例会会場の5階ホールで見学会に参加されなかった方と一緒になって月例
会の再スタートをいたしました。

講演会

世話人代表挨拶の石川さん

福岡ソフトバンクホークス株式会社
取締役、福岡ソフトバンクホークス・
マーケティング株式会社取締役、江
戸川大学社会学部教授
昭和４３年東京都生まれ。平成４
年、千葉ロッテマリーンズに入団。
史上3人目の東大卒プロ野球選手
となる。退団後に渡米。平成８年、コ
ロンビア大学で経営学修士号
（MBA）を取得。その後、平成12年
までフロリダ州のテレビ局で通訳、
翻訳、解説などに従事。平成１３
年、参議院議員選挙に立候補（落
選）。平成14年より、江戸川大学助
教授（平成18年より教授）平成17年
より、福岡ソフトバンクホークス取締
役。著書に『合併、売却、新規参
入。たかが・・・されどプロ野球！』
（宝島社）、『アメリカ人はバカなの
か』（幻冬舎）など。

会場提供の福岡ソフトバンク
ホークスマーケティング(株)

１．開催日 ５月21日（木）
２．会員企業見学会
①１３：２０ ～ １４：５０
那珂川町立 福岡女子商業高等学校
・特徴ある授業実施内容紹介と見学
・在校生２年生３年生３人によるパワー
ポイントを使用しての学校紹介
②１５：１０ ～ １６：１０
ＪＲ新幹線基地見学
③１６：５０ ～ １７：３０
福岡ヤフージャパンドーム
・新観客席の見学
～見学会後5階ホールへ移動～
３．講演会 １７：３０ ～ １８：３０
『プロ野球 ソフトバンクホークスの戦略』
講師：福岡ソフトバンクホークス
小林取締役(元ロッテ投手)
４．月例会 １８：３０ ～ １９：２０
・定例会
・交流会

総合司会の濱さん

新会員の紹介

プロ野球球団の経営にあたり常に新鮮な企画を立て観客を動員するか！経営の立場から球場に関わる収入源を求め続
ける。現状の厳しさを分析した内容を大変楽しくお聞きいたしました。
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企業見学会

那珂川町立 福岡女子商業高等学校見学

新幹線博多
総合車両所見学

女子生徒の皆様の出迎えを受け視聴覚
教室での概要説明と各教室を事業参観
に回り、この学校独特の授業内容を特に
興味を持って見させていただきました。

各授業も学校独自の実践的教育が盛んで即社会に対応できる教育姿勢がうかがわれた。

在校生２年生３年生３人による
学校紹介(授業・学校行事・女
子商マルシェ）

総合実践実習として模擬的な商業組織を開設し、基本的な知識
や技術を実践的に習得。仕入れ・販売・資金・銀行・決算の機能
を各セクションに分かれ実践されています。

女子商Ｍａｒｃｈｅ（マルシェ）とは・・・
マルシェとは、フランス語で「市場」を意味します。女子商市場・・・つまり、多くの企業の協力を得て、全ク
ラスをあげての女子商支店を２日間だけＯＰＥＮします。前回は大いに盛り上がり成功を収めることがで
きました。今後もどうぞご期待ください。
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＝交流会＝

交流会はドーム内の「鷹正」で行いまし
た。時間も延長し交流も進んだことで
しょう！乾杯を寺田さん締めを和田さん
により行い、午後より行いました月例会
も無事終了いたしました。

交流会会進行の野沢さんと成富さん

中締めの和田さん

会員向特典募集中です！
（株）西鉄プラザ
(有）夢花
（株）山口油屋福太郎
（株）落合天弘堂
宗像グリーン（株）
（株）志のぶ
西鉄興業（株）
西鉄運輸（株）

厚生事業委員会では会員向特典を募集
しています。（申込は事務局まで）
会員メンバーの方が特典クーポンをプリ
ントアウトし持参していただくと割引や特典
が受けられます。現在登録していただいて
いる8社のリストです。会員専用サイトで内
容を確認してください。
百万円

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）
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０９年活動充実アンケートにご協力ください締め切り延長
総務委員会では０９年度の活動に向け例年の通りアン
ケート調査を行います。予定期間は４月２０日から１ヶ月
の予定とし、昨年までより長い期間を設定しています。
月例会参加や訪問等を積極的にされている方やそうで
ない方も、長い方も新会員の方もよろしくお願いたします。
アンケートはＦＢＫホームページの会員専用で、
５月２９日まで延長いたしました。

08年アンケートより
上野総務委員長

・ニュービジネス分科よりお知ら
現在の活動は、産学連携によるビジ
ネス成果を挙げることを目指していま
す。
ニュービジネス分科会へ是非多数参
加下さい。
入会は・・・田中丸座長まで

交流成果事例
・温泉地への宿泊（割引協定）
・ＰＲ紙への掲載
・特産品の購入や生産委託
・文化交流
・懇親ゴルフの実施

田中丸座長

商談中及び今後の取組み予定事案
・土産品の開発やグッズの開発提案
・農産物の生産委託
・商品の共同開発
・講演会の実施
・ゴルフ愛好会や若手分科会との交流会
・中国との国際会議開催協力

・ゴルフ愛好会よりゴルフコンペのお知らせ
九重町との交流コンペです
開催日：2009年6月17日（水）
コース：ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ（前原市）
まだ参加枠がありますので申込は迫田さんまで
賞品提供も会員の皆様お願いたします。

緊急提案

＝＝＝テノコーポレーション 徳永さんから施設内保育所設置セミナー＝＝＝

事業所内保育施設のつくり方セミナーと個別相談会の実施
仕事も子育ても楽しく。
元気な従業員がふえると企業も元気に。
2009年6月開催・・・福岡・北九州・筑豊・筑後

６月は企業お見合い大会です！
時間が限られています。自己紹介や会社の概要は、事前に
済ませておきましょう。
今回のお見合いの趣旨を、確認します。
商品内容や企画内容等の依頼内容を、具体的に説明します。
接点を探し、成果に結びつくよう、努力しましょう。
受ける側は、誠意を持って応答してください。

福岡ビジネス協議会(FBK)会員様

各位

平成21年５月吉日
広報実委員会
中島 和則
組織充実委員会 河野 巧

第70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に開催いたしますのでご案内申し上げます。
今回は、昨年１１月に続いて「企業お見合い大会」と「会社ブースお見合い大会」
を同時開催致しますので「ビジネス交流拡大の場」として、皆様の多数のご出席を
お願い申し上げます。
お願い申し上げます。
１.日時 ６月１１日(木) １７：００～
(入会説明会は１５：３０～１６：３０)
２.場所

３.内容

ＫＫＲホテル博多（２階）
福岡市 中央区 薬院 ４－２１－１

お見合い大会希望相手の
指定はここをクリック

ＴＥＬ ０９２－５２１－１３６１

◇定例会 １７：００～１７：４０
・代表世話人挨拶
・ＫＫＲホテル博多 殿 代表者挨拶
・新入会員、ゲストの紹介
・交流成果発表
・新会員企業ＰＲ
・各委員会、分科会からの連絡
・次回月例会の案内〈総務委員会〉
◇企業お見合い大会（１回） １７：５０～１８：３０
・相手企業の選択申し込みは、ＦＢＫサイトからお願い致します。
・今回のお見合いは１回なので、選んだ企業と選ばれた企業がペアとなります。
◇全社ブースお見合い大会 １８：４０～１９：２０
・各社自由に相手企業と交流していただきますが、極力「訪問する人」と
「訪問される人」の２名で参加いただきますようお願いいたします。
◇交流会 １９：２０～２０：３０(同一会場にて)

相手のＮＯをこちらに入力し
「確定」アイコンをクリック

４.確認事項、及び注意事項
●電源が必要な企業は「延長コード/テーブルタップ」各自準備してください。
及び「展示ブース」は、事前申込(先着7社以内）FBKｻｲﾄ「この指とまれ」より入力お願い致します。
●出欠は６月３日(水)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。交流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をご希望の方は、６月１日までにﾒｰﾙにて事務局へのお申し込み下さい。
●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。
●交流会の会費はお一人 ４,０００円です。領収書を準備致します。
(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

☆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。

・株式会社日立建設設計
当社は、日立製作所の営繕部門を発祥とする、日立グループの一員である「建築設計事務所」です。
建築・土木のコンサルタントからはじまり、計画、設計、工事監理、施設管理までのトータルソリューションを行います。
さらに、既存改修、耐震の診断と提案、省エネの診断と提案、CASBEE取得支援、移転コンサルティング、海外工場進出支援等
を行います。
また、PM（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）CM(ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）FM(ﾌｧｼﾘﾃｨｰﾏﾈｷﾞﾒﾝﾄ)などの手法を使いお客様に満足の行くサービスを
提供いたします。
対象は、公共・民間を問わず、工場・生産施設、物流・倉庫施設、事務所、医療・福祉施設、学校施設、宿舎、給食センターなど
多岐に渡ります。

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
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