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☆新会員のご紹介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。
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・株式会社　Ｆｕｓｉｃ

　私たちFusicは、ビジネスコンサルティングを通して業務効率の改善を提案し、システム開発・運用等、様々なシ
ステムリューション、特にWebシステムソリューションを多くのお客様に提供し続けております。
　システムとは、お客様とのコミュニケーションによって生まれるものと考えています。特にWebシステムは、その
オープン性と利用者の多さにより、日々すさまじい速度で技術進歩を遂げております。当社では、常に最新の技
術動向にアンテナを張り、取り入れながら、お客様に最良のソリューションをご提供致します。
　主な商品としましては、Web上で簡単にアンケート作成ができ、PCや携帯電話にアンケート配信ができる
「MatchAsk（マッチアスク）」、多面的評価で人材育成をサポートする「評価システム（仮称）」などを提供しておりま
す。また、株式会社キューデンインフォコムと共同でインターネットリサーチサイト「hearcon（ヒアコン）」の運営・シ
ステム開発にも携わっております。他、顧客管理システムなどの各種管理システムの受託開発を行い、お客様の
業務効率化に貢献しております。

・株式会社　えん

「株式会社えん」の社名は、一生に幾度とないお付き合いをさせていただく一期一会の”ご縁”にちなんでつけたも
のです。
本物志向の資産運用型分譲賃貸デザイナーズマンション『エンクレスト』を中心としたマンションの企画、建築、賃
貸管理、建物管理、リフォーム、住宅流通までのセクションを当社で自己完結できる社内体制を整え将来を見据え
た事業を展開しております。
マンション販売実績において総合ランキングで九州№１を誇ります。

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）
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「第7回福岡ビジネス協議会定期総会」のご案内
２００９年９月１０日（木）

・公立大学法人　福岡女子大学

本学は、もと福岡県立女子専門学校(文科、家政科)として、大正12年(1923年)に開校しました。これは女子の高等
教育を使命とし、全国で初の公立の女子専門学校です。 昭和25年(1950年)、第二次世界大戦後の学制改革によ
り、4年制の大学に昇格して福岡女子大学となりました。平成18年（2006年）４月、大学の設置者が福岡県から公
立大学法人福岡女子大学に変わりました。 本学は、開学以来80年余りの歴史と伝統をもち、その間に送り出した
10,700名以上の卒業生は各方面で活躍し、広く社会に貢献しています。現在、文学部（国文学科、英文学科）と人
間環境学部（環境理学科、栄養健康科学科、生活環境学科）の２学部および大学院があります。今回参加登録さ
せていただきます人間環境学部臨床栄養学研究室（野口研）では、産学官連携を積極的に進めていますので、
メールにてお気軽にお問い合わせください。
福女大・野口研の研究テーマ「保健、医療、福祉、介護における実践栄養学」
ライフステージに応じた健康づくり活動をテーマに、地域・職域と連携した健康診断・保健指導、医療機関での臨
床栄養管理と食事サービスの機能的な連携、健康増進を目指した食品（地域特産加工品）の研究開発やヘルス
ツーリズムの食育への応用、食による循環器疾患および脳神経疾患の予防・治療に関する研究を中心に、食品
メーカーやNPO法人、医療法人、健康保険組合等との産学連携研究に取り組んでいます。学生と一緒にメタボ健
診のサポートもさせていただきます。また、「美味しく食べることが健康につながる」といった行動心理学的な観点
から食と健康について研究しています。

FBK
総会

08年度は残念ながら交流成果目標未達成！

【目標】年間１１億円、年間４０００件（前年の１０％増し） 月当り３３０件で取り組んできましたが、残念ながら
未達となりました。世界的規模の不況によるものか会員相互の努力不足かわかりませんが、０９年度はみん
なで交流を深め活動していきたいと思います。
　・【結果】月額７、１９１万円、年間８億６，２９４万円　月２８５件、年間３，４１９件　と目標を下回った。

　委員会・分科会だより 詳細はＷＥＢでご確認ください

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）
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２００9年7月度交流成果
2４5件　42,610,107円

累計件数　　　　　　１７、７３２件
累計金額　　６７億２，０４８万円

０８年度 委員会別活動報告（総会で提案）

全会員を対象とした「活動充実アンケート」を1ヶ月前倒し準備
スタートその結果177名の方から回答頂いた。
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２００９年度の活動
計画策定をした。

①福岡ﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会の会計提案
・安全､公平に､正しい管理が出来る基準並びに流れを作ること｡
 ・財務状況の公開・・毎月世話人会で､出納簿を公開｡
 ・大口出費の承認基準・・｢５万円以上｣については､世話人会で
事前承認を受ける｡
②月例会で「特別講演会」（講師：藤野武彦氏）の実施。
③士業ワンポイントセミナーの実施

会員の所属委員会のシャッフルにより新メンバー構成によりス
タート
　広報委員と「企業お見合い大会と全社ブースお見合い大会」
合同開催

０９年２月月例会にてゲスト同伴大会の開催
【ゲスト大会成果】
参加企業数　　26社　　（32名）内、ご入会　　10社
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

０９年６月、組織充実委員会と合同で
「企業お見合い大会」と「ブースお見合い
大会」を実施。
参加企業数　：　１１２社（１７０名）／２８５社
写真入り会員名簿の改定版（第６版）作成・配布
９月度総会時に手渡し配布および不参加者と
　　新会員は郵送配布

企業検索、商品検索などのデータ登録の充実 、
ＷＥＢ委員のＦＢＫシステムの勉強会実施。
０９年３月月例会で
　・「ゲスト同伴大会」の実施。
　・士業ワンポイントセミナーの開催

１．第６回よか値マル得キャンペーンの実施運営
　・今回から内容変更し、簡素化と費用削減をおこな
い、実施。
　・実施期間を１０月、１１月の２ヶ月と早める。
２．交流成果の拡大　【目標】年間１１億円、年間４０
００件（前年の１０％増し）　月当り３３０件
　・【結果】月額６８Ｍ￥、年間８億１，５８４万円　月２
７７件、年間３，３２３件　と目標を下回った。
３．交流成果増大支援としてキャンペーン期間中の
会員間の訪問帯同や支援を行う。
４．月例会に於ける展示即売会（商談会）の実施。

1月度月例会、講演会の開催
JR九州  取締役博多駅開発本部長 　馬場　義文氏
　　演題：｢生まれ変る博多駅｣
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

福岡女子商業高校、新幹線基地、福岡ヤフージャパ
ンドームの３ヶ所の見学会を実施した。
　今回の企業見学会のポイントは、就職難の時代に
即戦力として役立つ生徒教育への学校の取組、話題
性の高い新幹線基地、観客動員増加に取組む企業
の方策を見学会としました。
　講演会の実施
　福岡ソフトバンクホークス取締役　小林　至氏による
　　『プロ野球　ソフトバンクホークスの戦略』

月例会では会員相互のより一層の交流を深め
る為に交流会にてゲーム等を実施
年間２回の開催（ＦＢＫ会員のみと、九重町と
のコラボコンペで各一回）月例会とは違った、
会員相互の親睦を深める事ができました

裁判員制度に対する企業の対応
　すばる法律事務所　弁護士　堀　孝之氏

第1回ペットボトルキャップ回収集約の報告
　ＦＷＦでは先日よりお願いいたしました、エコ活動の一環でペットボトルキャップを7月16日午前11時に回収先
のイオンモールへ持参致しました。福岡ビジネス協議会の皆さんで、たくさんのキャップを提供していただきま
してありがとうございました。今回の総量は７９ｋｇが集まり約19人分のワクチン相当が協力できました。
　今後ＦＷＦでは年に2回ほどの収集を行いたいと計画いたしています。職場やご家庭で収集していただき、次
回の集約にはさらに多くのワクチンが届けられるように努力したいと思います。

ＦＵＫＵＯＫＡ　ＷＯＭＥＮ’Ｓ　ＦＯＲＵＭ

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！
ＦＵＫＵＯＫＡ　ＷＯＭＥＮ’Ｓ　ＦＯＲＵＭでは取組んでいきます。
　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 ！

ＷＥＢ委員会・インターネット分科会より

■リニューアルの理由
　・7年前のＦＢＫ設立時に作られたＨＰを原型にして、随時新しい機能を
　　追加してきた為、デザイン的な整合性に欠けている。
　・必要な機能が一目でわかる内容になっていない。
■公募方法
　・全ＦＢＫ会員会社を対象とする。
　・技術的な公募要綱、並びに利用可能メニュー一覧を公開し、これに基づ
　　いてデザインを応募いただく。
　・今回はログイン前、会員ログイン後のトップページのデザインとし、それに伴って
　　下部のデザインが整合性を損なう場合は、一部修正を提案いただく。
　　但し　各機能（システム）は変更しない物とし、サーバーでの運用は従来通り
　　「正興ＩＴソリューション」に委託する。

ＦＢＫホームページのトップ画面をリニューアル致します！

事業推進拡販委員会より

08年度は交流成果も目標達成致しませんでしたが、09年
度は是非皆様の積極的な活動で交流成果の拡大に向け
て訪問強化月間を大いに活用お願いたします。
ただ今チラシの作成を行っていますが、9月末には各会員
の正メンバーの方へ配送されます。
チラシ作成の広告や、プレゼントのご提供にご協力いただ
きましてありがとうございます。

謡曲愛好会設立準備中
　8月世話人会で承認され、ただ今謡曲愛好会の立ち上げ準備がされています。現在ゴルフ愛好
会が活動していますが、第2段となります。趣味を通して相互親睦を深めましょう！
詳細は後日お知らせいたしますが、ＷＥＢでの登録となります。
１．開催日程及び会費
　　毎月　第1水曜日、第3水曜日　月２回予定　（会費月/５，０００円）
２．講師
　　能楽師（シテ方観世流　準職分）　木月　晶子先生


