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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５１号

現在会員数
２７５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。

ご挨拶の上野副代表世話人
（日立製作所）

ゲスト同伴大会
　第８０回月例会は参加者１７２名で開催いたしました。ゲスト同伴大会ということで、ゲスト一般企業15社２０名と九重町関係１７名、合計３７名の
参加をいただきました。
通常の月例会でもゲスト参加をいただいていますが、年２回の「ゲスト同伴大会」を実施し、より多くの企業の方にＦＢＫのすばらしい活動を公開し
ています。

　組織拡大委員会では、時間効率と各メンバー及びゲストの皆様のテーブルを事前に設定し、参加者がよりわかり易い一覧表を作成し配布いた
しました（誰がどのテーブルにいるかわかり、挨拶希望の相手をよりわかり易くした）。委員長よりＦＢＫの概要と活動内容を紹介し、分散会では各
企業のPRと自己紹介・名刺交換等を体験していただきました。

　ゴルフ愛好会より５月に実施した「九重町・FBK親善ゴルフコンペ」よりチャリティー寄付金を、宮崎県福岡事務所へ「口蹄疫義捐金」を贈呈いた
しました（２２，７８２円　）。また月例会では募金活動を行い、後日福岡事務所へ届けてまいりました。参加の皆様の善意ありがとうございました。

総合司会の前田さん ゲスト紹介と
ＦＢＫ概要説明（日産フリート）

リッツ５ご挨拶
松井総支配人

（株）談（内空閑さん） （株）田川産業（西田さん） （株）リエイ（藤渡さん）

ゴルフ愛好会「九重町・ＦＢＫ
親善ゴルフ大会」報告と「宮
崎県福岡事務所への口蹄
疫義捐金贈呈」
（ゴルフ愛好会代表迫田さん）

開催日時：１０１０年６月１０日　　担当：組織拡大委員会
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ゲスト参加の分散会風景

士業ワンポイントセミナー

第８０回月例会「ゲスト同伴大会」

こんなことを守って下さい
　・物的設備を整備すること，
　・人的組織を適切に配備・運営すること，
　・安全衛生教育の遂行や業務を適切に
　　指示すること，
　・安全衛生法令を実施する

　　　　　　　　　　　　　　　　　一番の薬は「明るい職場」

演題：安全配慮義務とは　　　　講師：中小企業診断士　伊藤　栄樹　氏

　労働契約法第５条「使用者は労働者がその生命、身体等の安全を・・必要な配慮をする」
民法、労働基準法、労働安全衛生法などに基づき、使用者が労働者に対して負う義務
（雇用契約に付随する義務）の一つで、「使用者は労働者の生命および健康などを危険から
保護するよう配慮しなければならない」。
損失！
　・民事上の損害賠償責任
　・業務上過失傷害などの刑事責任
　・貴重な人材の損失（労働日数の損失）
　・事故等による営業・操業停止に伴う経済的損失
　・社会的信頼の失墜
　・訴訟等の準備に伴う経済的・時間的損失



会員企業PR

    損害保険ジャパン

    「企業防衛」

中津川さん

国際ビジネス分科会より
「韓国貿易センター館長ご紹介」
　　　韓国観光公社　福岡支社

　金　萬眞　支社長

交流会

　交流会ではゲストの方を含め大いに交流を深めることができました。何しろ通常参加されていないゲストの方が３７名も居られます。名刺
交換も大忙し。今回は誰がどのテーブルにいるかリストがあり、効率的に相手を探すことができました。あなたは何人の方とお会いしました
か？月に１度のチャンスです。有効活用しましょう！
今後もこの方式（事前にテーブル席を決めて「テーブル座席一覧」を受付時に配布）で準備できるといいですね！
（事務局は大変だけど）

交流会司会のさん
（福岡電送機器）

中締めの井口さん
（井口タタミフスマ店）

乾杯の古川さん
（正興電機製作

所）

交流会では料理とお酒でさらに
交流が深まります

交流成果は会員の皆様の報告で集計されています！

交流成果の実績は会員の皆様のＷＥＢよりの報告により集計されています。ご協力お願いいたします。
会員企業の出先の店舗で商品を買ったがどうすればいいの？
　報告は売ったほう・買ったほうどちらからでもできます。特に小売店会員の登録メンバーの方は自社のすべての店舗を把握しているわけで
はありません。ご面倒ですが買った方より報告をしてあげてください。
また　メンバー登録された（３名まで）方の他部署や支店等で商談された場合、登録メンバーが把握し切れていない場合があり、この場合も購
入社側から登録お願いいたします。
基本ルールは購入していただいたほうが登録するようになっています！

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）２０１０年５月現在
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241件　３８,４９０,２０８円
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総務委員会より
７月度の月例会案内と
アンケートのお礼

１０年活動充実アンケートに１４２名
の方のご協力いただきましてありがと
うございました。
今後の活動に向け皆様の貴重なご
意見を今後のFBK活動に反映させて
いきたいと思います。

７月度の月例会は９月に開催する定
期総会を控え「プレ総会」の意味を持
つ重要な月例会です。多くの会員の
皆様の参加お願いいたします。
またアンケート内容の結果報告や「０
９年度活動報告」「１０年度活動計画」
も行いますのでよろしくお願いいたし
ます。

　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　“宮崎口蹄疫義援金”募金ありがとうございました。

　６月度の月例会で皆様にご協力頂きました。
「宮崎県口蹄疫義援金」につきましては、集計の結果 ８３，２０７円が集まりました。
たくさんのご協力、本当にありがとうございました。
６月１７日（木）朝、宮崎県福岡事務所を訪問して、村上昭夫所長に義援金をお渡ししましたので、ご報告いた
します。

国際ビジネス分科会　　韓国観光公社を招いて卓話を開催

　国際ビジネス分科会では２ヶ月ごとに会合を行い、各方面より講師に来ていただいて
勉強会を実施しています。今回はいお隣の国韓国の観光公社より来ていただきました。
　日時：6月10日（木）16：00～16：45（月例会当日）
　１、卓話卓話講師　：　韓国観光公社　　　支社長　　金　萬眞（キム マンジン）氏
　　　　　　　議題「日韓交流の現状と未来について」
　２、意見交換など

事業推進拡販委員会　　第８回よか値マル得キャンペーン実施について

　第8回のよか値マル得キャンペーンを　下記の要綱にて実施いたします。
１．期間２０１０年１０月１日　～　２０１０年１２月２５日
・相互訪問強化月間として会員企業様間の交流成果がアップする様に、相互訪問キャンペーンを盛り上げていきたいと思いますので、皆様
ご協力をお願い致します
　　「ビジネスチャンスはまず訪問から！　お互いの会社をもっと知って、交流を深めましょう！」
　　　①相互訪問コンクールの開催
　　　②キャンペーンチラシの作成・配布
　　　　　・キャンペーンチラシの広告募集
　　　　　　キャンペーンチラシに、広告の掲載を致しますので、希望企業を募集いたします。
　　　　　・キャンペーンのプレゼント賞品協賛募集
　　　　　　キャンペーン期間中に　ＦＢＫ会員企業社員の皆様にプレゼントをおこないたいと思います。
 　　　　　　会員企業の皆様よりの賞品のご提供よろしくお願い致します。



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）

□■□■□■□■□■□■□■□
 
【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：井上（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

□■□■□■□■□■□■□■

FUKUOKA WOMEN'S FORUM　　 第３回 ペットボトルキャップ収集提供行いました

皆様のご協力により３回目の提供を６月１８日に実施いたしました。
たくさんのご協力、本当にありがとうございました。
特に多くの提供をしていただいている会員企業様をご紹介いたします。
熊本県福岡事務所様
アクロス福岡に事務所があり、ビル全体より収集していただいています。
正興電機製作所様
各部署や工場の皆さんに集めていただいて、最終総務部のほうでまとめていただいています。

☆新会員のご紹介

・株式会社クリオ

パーティ会場・会議室や九州最大規模の居酒屋、喫茶、和食処を兼ね備え、博多駅から徒歩0分、福岡空港、天神まで地下鉄で5分
のアクセス抜群のホテルです。出張や観光の拠点としてぜひご利用ください。

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。

・クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社

2010年、創立70周年を迎えるクラリオンは、車載機器専業メーカーとして自動車産業とともに歩んできました。クルマに求められる価
値観が多様化するのと同じように、今、カーナビゲーションへの要求も、さらなる広がりと深みを増しています。　クラリオンは、地球に
やさしい走りをアシストする技術・製品づくり、「グリーン・ナビゲーション」をコンセプトに推進しております。【2010年モデル】ナビゲー
ションの特徴・機能をご紹介致します。【オンライン交通情報探索】・・・365日・24時間、リアルタイムの交通情報を収集・分析している
「交通情報センター」とカーナビが、Bluetooth搭載の携帯電話を通じて交信。最新の渋滞・混雑情報を知らせるとともに、ベストな渋
滞回避ルートを提案する事が出来る機能。【省エネルート探索】・・・燃料を上手に節約できるルートを素早く、賢くサーチ。目的地まで
のルートを、最短距離・最短時間から探し出すのではなく、「省エネ」を切り口に探索でき、二酸化炭素の削減やガソリン代の節約に
もつながるうれしい機能です。【法人専用ナビ】・・・法人様が頻繁に使用される機能だけをピックアップした、低コストモデル。優れた
耐久性を持ち、簡単操作なナビを実現


