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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４９号

現在会員数
２７４社

「月刊福岡ビジネス協議
会」はおかげさまで満４
周年を迎えました。今後
ともよろしくお願いいたし
ます。

 新メンバー・ゲスト紹介

新
会
員

企
業
Ｐ
Ｒ

開催日時：１０１０年４月８日
担当：厚生事業委員会
開催会場：福岡サンパレス

ご挨拶の上野副代表

代表世話人のご挨拶
４月になり企業の状況も厳しい中、新入社員が入社されたところもあると思いますが、皆さんのご努力で景気回復に向け
がんばっていただきたいと思います。本日はテーブルの配置は趣向を凝らして趣味や各地区の区分けにより運営されて
います。同じ話題を機会に大いに交流を深めていただきたい。
また総務委員会ではＦＢＫの発展のため５月に毎年行っています「活動充実アンケート」の計画を進めていますのでご協
力お願いいたします。

総合司会：の
内田さん（博愛会）

・アイ・ティー・シーネットワーク㈱　野本さん…
携帯電話販売（ドコモ、ａｕ）
個人契約、法人契約法人契約にてはセキュリティ化及び
経費（通信費）削減化の提案
　　　　　　　　　・西日本システム建設㈱　清水さん
　　　　　　　　　　　通信・情報・映像が
　　　　　　　　　　　融合したデジタルネットワーク

第７８回月例会

会場提供の福岡サンパ
レス様ご挨拶

㈱パソナ　柳橋さん
㈱はせがわ　柴田さん

士業ワンポイントセミナー
　講師：江頭司法書士

　「消費者保護をめぐる法制度」
悪質商法による消費者
トラブルの多発
独居の高齢者、団塊の世代の

退職者の資産をターゲット

企業ＰＲ

割賦販売法の主な改正点
・過剰与信防止義務 ・・・消費者の支払可能
　見込額の調査義務
・書面交付義務 ・・・申込時と契約時の書面交付
義務
・クレジット契約のクーリングオフ
・過量販売によるクレジット契約の解除

　　　　　　・宗像グリーン㈱　瀧口さん
　　　　　　　「母の日プレゼント」の申し込み募集について
　　　　　　　　　　　・㈱新華通信ネットジャパン　福田さん
　　　　　　　　　　　　「中国経済新聞」購読の推進

緊
急
提
案

消費者保護のための主な法律
・消費者基本法
・消費者契約法
・特定商取引法

・割賦販売法

特定商取引法における主な改正
点
・指定商品、指定役務制の廃止
・訪問販売における再勧誘の禁止
・過量販売における契約解除
・広告メールのオプトイン規制

・返品ルールの創設



交流会

交流会では各テーブルの売りどころ
を代表者にインタビュー、２次会にも
流れができ愛好会の結成にも弾み
か？

交流会司会の西田さん
（田川産業）と徳永さん（テノ・

コーポレーション） 名刺交換も話題を提供
中閉めの林さん（日立物流）とユニークな席

決め実行の厚生事業委員会の皆さん

月例会のテーブル配置はまずは共通の話題を持って！

１８種類の分類の中から受付で希望の札を・・早い者勝ち
①関東地区より北地区　②関西地区・中部地区　③四国地区・中国地区　④長崎県・佐賀県　⑤大
分県・熊本県　⑥宮崎県・鹿児島県・沖縄県　⑦北九州地区・筑豊地区　⑧筑後地区　⑨福岡市西
部　⑩福岡市東部　⑪福岡市南部　⑫福岡市中央部　⑬美食・美酒愛好家　⑭ペット愛好家　⑮ゴ
ルフ愛好家　⑯釣り愛好家　⑰スポーツ・登山愛好家　⑱旅行愛好家

ボードより自分の席を選定しテーブルシートを取り席へ→シールがなくなればそのテーブルは満席
となる→次の希望テーブルへ

どの席にしようかな？

定例会からすでに盛り上がり
分散会ではなぜここを選択し
たかの説明が！

月例会初の試み

FBKＷＥＢサイトの「お買い得情報」を大いに活用しましょう！

今月の交流成果事例発表は、セントラル警備保障の松井さんより行っていただきました。
株式会社テノ．コーポレーション様の22ヶ所の対象施設物件への機械警備システムの導入を実施していただ
きました。他にもいろいろな警備に関する事業を行っていますのでよろしくお願いいたします。

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）
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累計件数　　　　　　１９、７７０件
累計金額　　７１億５，１８６万円
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年4月1日
福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）会員　各位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＢＫ研修委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　児嶋正勝
　　　　　　　　　　　　　　　第79回（10年5月度）　月例会『企業見学会』のご案内

　　日頃よりＦＢＫの発展にご努力頂き、誠に有難うございます。
　　５月の月例会は企業見学会になっています。候補地をアンケートにより募集した結果、多数の
　　候補地から絞り、FBK会員で、消費者の行動調査を研究されている福岡大学を訪問いたします。
　　又、同大学には産学官連携のチームがあり、幅広く活動してある実績もあり
　　会員の皆様には、いろんな観点からビジネスにつながる話が聞けると思います。
　　是非、多くの方が参加していただきますようお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
１．開催日5月20日（木）
２．集合場所と時間
　①見学会集合場所12:30福岡大学　（文系センター棟1階フロア）　　12時30分　（現地集合）
　　　　　　　 ・敷地内で一番高い建物（16階建て）なので判り易いと思います。福大正門から１分
　　　　　　　 ・受付後、当番が教室を案内いたしますので速やかに移動願います。
　　　　　　　　*駐車場は教職員専用になっていますので、公共の交通機関での集合をお願いいたします。
　②福岡大学見学会
13:00主催者・福岡大学挨拶（中村就職・進路支援センター長を交えた意見交換も含みます。）
13:40　研究シーズ発表会
　　　　経済学部　齋藤先生　（消費者回遊調査の取組）他、数人の先生方に各20分程度の
　　　　研究発表をしていただきます。
14:20　20分の休憩
14:40　研究シーズ発表会
15:40　発表会終了
　③工学部実験見学16:10工学部長　西嶋先生　（高圧実験室にて）他、幾つかの実験を見学します。
　　・１実験の見学可能人員が25名程度の為、数班に別れて2個所を見学してもらいます。
　　　17:00実験見学終了
　　・サッカー場グランドへ移動、産学官連携学際プロジェクト（工学部社会デザイン工学科、
　　　渡辺准教授と学生さん）による『都市型洪水対策実証研究施設見学』のデモ。
　　　----終了後、集合場所の文系センター棟、16階へ移動願います。
3．月例会　　　17:30　福岡大学　文系センター棟　16階ホール
　　　議事・代表世話人挨拶
　　　　　　・新入会員、ゲストの紹介
　　　　　　･交流成果発表、緊急提案（３社以内）
　　　　　　・各委員会、分科会からの連絡（1分以内）　・次回月例会の案内　＜組織拡大委員会＞
４．交流会18:00～19:30　（月例会と同会場になります）
　　　　　　・講演いただいた先生・大学関係者の方々も各テーブルに入り参加いただきます。
　　　　　　・名刺交換や会社ＰＲ・自己ＰＲによる交流
5．確認事項
●出欠は４月３０日（木）までにＦＢＫサイトからご入力ください。
●緊急提案ご希望の方は、４月３０日までにメールにて事務局へお申込ください。（先着３社のみ）
●チラシ等の配布希望の方は講演会の前までに交流会会場のテーブルの上に配布してください。
●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

５月月例会は「会員企業見学会」になります。
連休の関係で　「第3木曜日」　■日時：5月20日（木）
　　12：30～19：30になりますのでご注意下さい。
多数の皆様の参加をお願い申し上げます。
■場所：福岡大学　（文系センター棟1階フロア）　12時30分（現
地集合）
　13：00　福岡大学見学会
　16：10　工学部実験見学
　17：30　定例会
　18：00　交流会
　19：30　終了

　委員会・分科会だより 詳細はＷＥＢでご確認ください

ゴルフ愛好会　　　５月予定のゴルフコンペ参加者まだ参加枠もう少し！

国際ビジネス分科会　　韓国貿易センターを招いて講演会（月例会にもご出席）

　国際ビジネス分科会では２ヶ月ごとに会合を行い、外部講師をお招きして勉強会を実施いたしています。４月８日（木）１６時より福岡サン
パレスにて韓国貿易センターより４名の方に来ていただきました。講演内容は金館長により
「韓国経済現況と日韓貿易投資交流」
　Ⅰ．２０１０韓国経済動向及び展望　Ⅱ．韓国の貿易動向　Ⅲ．外国企業の対韓国投資動向
　その後ＦＢＫ月例会にも出席いただいて、深水さんより紹介後ＫＯＴＲＡ韓国貿易センター（福岡）の業務紹介をしていただきました。
国際ビジネス分科会では今後も各方面より講師に来ていただいて勉強会の予定をしています。興味のある方はぜひご参加ください。

講演の金館長 講演会風景 月例会で深水さんによる紹介 ＫＯＴＲＡの紹介

■会場：湯布院カントリークラブ

■日程：5月29日(土)10:30～　5月30日(日)
　　　　　　ＯＵＴ／ＩＮ同時
■組数：10組予定(ＦＢＫ:20名、九重町:20名)

九重町との
コラボ企画

日時：2010年4月20日　火曜日
　　　　18：30～20：30終了予定
場所：九電ビジネスフロント様
　　　〒810-0001 福岡市中央区天神2丁目12-1 天神ビル4階
Phone 092-711-2610

会員企業の女
性従業員の方
の参加をお待ち
しています。

FUKUOKA WOMEN'S FORUM　　  メイクアップ講座のご案内



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）

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

□■□■□■□■□■□■□■

☆新会員のご紹介コーナー

３月は新会員の入会はありません。会員皆様のご推薦お願いいたします。

・交流の機会を増やすためにも会員増強が必須です。皆様も推薦を受けて入会されました。
皆様のお知り合いも交流のチャンスをきっと望まれていることでしょう！
まずは資料をホームページよりダウンロードしてください。

若手分科会　　　ハウステンボスと交流を行います参加者募集！

この度、FBK若手分科会の活動の一環としまして、長崎ハウステンボス様と佐世保市青年会議所の方々
と交流会を開催する事となりました。
ＦＢＫ会員の皆様の中で参加ご希望の方がおられましたら申し込みお願いいたします。
　　　　申し込みは：５月１４日（金）までメールまたはＦＡＸで
研修会日程（予定）
　・交流会および懇親会　６月１８日（金）午後より
　　　長崎県佐世保市内ホテル予定
　　　佐世保同世代の方々、ＦＢＫ若手分科会のお互いの活動報告と地元との関わり方
　
　・ハウステンボス見学　６月１９日（土）午前中
　　　稼動中の次世代エネルギーパーク見学、今後の経営に関するお話

申し込みは
座長：西野さん（博巧印刷）

ＦＡＸ(092)523-1753
nishino.m@hakkou-p.co.jp


