
発刊日：平成２１年７月１７日

月刊福岡ビジネス協議会

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

この内容は下記のＦＢＫ　ＷＥＢサイトで

ご覧いただけます。

http://www.fbknet.com
第４０号

月例会 (17:00～19:20 )
　・代表世話人、会場提供ｿﾗﾘｱ西鉄ﾎﾃﾙ挨拶
　・新人会員･ｹﾞｽﾄ紹介
　・交流成果発表
　・新会員企業PR（5社）
　・｢会員ｱﾝｹｰﾄ｣ 結果報告 （総務委員会）

第７１回（09年７月度）月例会
担当：総務委員会2009年７月９日

9月に開催する 定期総会 を控え ｢ﾌﾟﾚ総会｣ の意味をもつ月例会として総会で審議する内容の確認を行いました。

・緊急提案（5社）
・各委員会の｢08年度活動報告｣｢09年度活動計画｣
・会則変更(案)･世話人候補(案)の提案
・その他審議事項
・各委員会･分科会からの連絡
・9月定期総会の案内 （事務局）

挨拶は石川代表世話 総合司会の羽田野さん 会場提供のソラリア
西鉄ホテル様
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アルテパートナーズ㈱

冨田公認会計士事務 ㈱三友アンブレラ
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09年「ＦＢＫ活動充実アンケート」集約結果発表

アンケート集約結果の解説を
される上野総務委員会委員長

アンケート期間　　　　　　２００９年４月２０日～５月２９日
アンケート実施対象者　　ＦＢＫ正・副メンバー　　５３８名
アンケート回答者数　　　　　　　　　　　　　　　　　１７７名
回収率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２．９％
大変お忙しい中ご協力いただきまして、ありがとうございま
した。回答者も昨年より３４名の増加となりました。今後の
活動に皆様の意見を大いに取り入れていきたいと思いま
す。
上記のグラフや各項目に対する皆様のコメントはＷＥＢの
ＦＢＫ会員専用サイトでご覧いただけます。

フジスタッフ

ＦＢＫ定例会では次の企
業ＰＲがなされていま
す。
■企業ＰＲ（約15分程
度）
（事前に1週間前にリ
ハーサルを実施）
■新会員企業ＰＲ（約5
分）　　　（入会後3ヶ月以
内）
■緊急提案（2分以内）
　　（ＷＥＢ掲載が条件）

発表される方は事前にリハーサル
をして時間を守りましょう！
プレゼンを作成しみんなに分かり易
く（事前に事務局宛て送付のこと）



月例会では人脈探し、大いに面談しましょう！

月例会には180名～200名のメンバーの方が参加されます。あなたは何人の方と交流を行っていますか！アンケートでは多くの方が入会して
よかった点として、人脈が広がったと評価されています。この人脈を大切にし、さらなる人脈の拡大に努力してください。直接取引きが出来なくて
も道は開けます。現在の産業で昨日の競争相手は今日の仲間ということも珍しくありません。各自の得意分野は様々です。

２００９年度　第７回よか値マル得キャンペーン　のご案内

１．期間　　２００９年１０月１日　～　２００９年１２月２５日
　　　　　　　各会員企業には、円滑に相互訪問をおこなって
　　　　　　　お互いの業績アップに繋がる交流を行っていた
　　　　　　　だきたいと思います。

２．内容　　・相互訪問強化月間
　　　　　　　・キャンペーンチラシの作成・配布

３．募集　　・キャンペーンチラシの広告
　　　　　　　・パンフ・チラシの配布（実費）
　　　　　　　・キャンペーンのプレゼント協賛
　　　　　　　　（ＷＥＢによるプレゼント応募）

キャンペーンチラシ協賛企
業募集のお願いをされる

瀧口事業拡大委員長

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）
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２００9年６月度交流成果
2３３件　5６,０２７,６８４円

累計件数　　　　　　１７、２４０件
累計金額　　６６億２，７１５万円

（昨年の第6回キャンペーン）

　第７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

１．開催日　２００９年９月１０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１５分～１９時１５分

　　③交流会　１９時３０分～２１時

　　④参加費　１名　８０００円

会社トップ（準メンバー登録が必要）の方や

正副メンバー以外の方の参加をよろしくお願

いいたします。

（交流会参加の場合参加費８０００円）

各委員会の08年度実績と09年度の計画提案（詳細は9月の総会で審議されます）

総務委員会
委員長
㈱日立製作所
　　上野　久充

財務委員会
委員長
日立キャピタル
　　オートリース㈱
　中野　久米夫

組織拡大委員会
委員長
日産フリート㈱
　前田　茂春

組織充実委員会
委員長
㈱落合天弘堂
　河野　巧

広報委員会
委員長
日立電子サービス㈱
　中島　和則

ＷＥＢ委員会
委員長
㈱正興商会
　大塚　正道

事業推進拡販委員会
委員長
宗像グリーン㈱
　瀧口　保浩

事業推進企画委員会
委員長
㈱ミナミ商事
　深水　秋光

研修委員会
委員長
日産プリンス福岡販売㈱
　児嶋　正勝

厚生事業委員会
委員長
㈱九州日立
　　　ソリューションズ
　迫田　哲朗

総会審議事項
・08年度の活動報告並びに09年度の
計画
・08年度決算報告と監査
・09年度予算
・役員体制審議
・会則の変更



発刊責任者：ＦＢＫ事務局　　青木重則
　　　TEL.092-432-3269 　ＦＡＸ092-287-9039

　　 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

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
 
【ＷＥＢ・会計全般】
  　　 ◎担当：吉田（日立キャピタルＯＢ）

  　　　　 ＦＢＫ電話080-3969-8712
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
　事務局
 　 【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
　　　　　ＦＢＫ電話080-3969-8710
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
　
【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
　　　　　ＦＢＫ電話080-3969-8711
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

　　ペットボトルキャップ第１回目回収のお知らせ
　ＦＷＦでは昨年１１月でお知らせいたしました、エコ
活動の一環でペットボトルキャップの
回収を行うキャンペーン
に取り組んでいます。
　今回第１回目の回収を
行い、回収先のイオンモ
ールへ持参いたします。
福岡ビジネス協議会で
集めたものを一括回収
しますので、ご協力お
願いたします。
（今後は1年に2回程
度回収を予定いたし
ています。）

送付先（持参又は郵送）
◎㈱テノ.コーポレーション
　　　徳永　安紀
　　〒812-0035
　　福岡市博多区中呉服町1-
26
　　博多インテリジェントビル４Ｆ
　　　　　092-263-8040
◎福岡ビジネス協議会事務局
　　〒812-0008
　　福岡市博多区東光2-7-25

　委員会・分科会だより 詳細はＷＥＢでご確認ください

第8回ＦＢＫゴルフコンペを
開催いたしました

　ＦＢＫゴルフ愛好会では第8回ゴルフコンペを6月
17日(水)「ザ・クイーンズヒルゴルフクラブで行いま
した。今回も九重町より11名の方が参加いただき
総員39名のメンバーで行い、チャリティ金も15,431
円を7月月例会で介護福祉分科会に寄贈いたしま
した。

ニュービジネス分科会より参加メンバー大募集

　ニュービジネス分科会で
は産学官連携の取組みと
して九重町「夢創造塾」と
の交流支援を行うチーム
を立ち上げます。
皆様の参加お待ちしてい
ます。
　・農業振興支援チーム
　・商工振興支援チーム
　・観光振興支援チーム
　・町づくり振興支援チーム
7月度は7月21日(火）17時30分より
損害保険ジャパンにて行います。

物流分科会

　物流分野で活躍する物流専門委員が集まっ
てＦＢＫ会員各社の「物流の悩みを聞き、その
ソリューション提供」を行うことを目的として活
動しています。

☆新会員のご紹介５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。

・株式会社三友アンブレラ

損害保険と生命保険を専門的に取り扱う保険のプロです。
優良保険会社（損保ジャパングループ）とのパイプを最大限に太くしています。
これは、保険設計から保険金支払いまで保険会社への影響力を最大限に発揮できると確信しているからです。この方が複数の保険会
社商品を取扱い保険料の比較販売をすることよりも、お客様のお役に立つことができます。弊社の信念は「保険は出口（保険金が支払
われる時）で真価を発揮する」であり、その為に「保険の入口（保険を設計しご契約いただく時）は深く掘り下げよう」としています。
尚、当然なことですが事故処理においては『保険金が支払われるまで』徹底して担当させていただきます。あらゆる保険やリスクマネジメ
ントにつきまして是非お任せください。

・株式会社大塚家具

ＩＤＣ大塚家具は、福岡をはじめ関東、関西、名古屋などに１９店舗を展開する家具・インテリア専門店です。
国内最大の売り場面積を有する東京「有明本社ショールーム」をはじめとした大型店舗を各地に展開しており、海外のトップブランド
をはじめ国内外500社4000種を超える家具、照明、カーテン、敷物、インテリア小物が幅広い価格帯でご覧になれます。店内では実
際の暮らしをイメージしやすいように、トータルにコーディネートしたブースで多種多様なインテリア空間のご提案を行っています。
価格面では、スケールメリットを活かしたリーズナブルな価格設定によるワンプライス販売に加え、国内最低価格保証システムも採
用しています。
このほか、専門知識をもったインテリアアドバイザーによるコンサルティングを無料で行っています。
2004年より、日本女子プロゴルフ協会公認競技「樋口久子ＩＤＣ大塚家具レディス」を埼玉県飯能市の武蔵丘ゴルフコースで開催し、
スポーツ振興に貢献しています。


