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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。
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現在会員数
２７１社

　第８1回（２０10年7月度）月例会は ２０10年7月8日（木）１７：００よりメンバー会社の「 ソラリア西鉄ホテル」にて行いました。代表世話人挨拶石
川さんによりスタートし、会場提供のソラリア西鉄ホテル総支配人様にご挨拶いただきました。新メンバー、ゲストのご紹介では壇上に乗れない
ほどの多数の参加をいただきました。（月例会前の新会員説明会にもご出席）交流成果の発表はいつもの通り事務局の吉田さんと今回事務所
を移転された三友アンブレラ笠さんによる交流事例をご紹介いただきました。
　新会員企業ＰＲでは九重“夢”創造塾・・・原田さん、安部さん、安部さん、日本エクサシステム株式会社・・・松尾さん
年に１度行っています「活動充実会員アンケート」結果報告を総務委員長の上野さんにより発表していただきました。
また９月の総会で承認をいただく各委員会の「０９年活動報告」と「１０年活動計画」を代表で一括発表も上野さんにより行っていただきました。
　2010年度は各委員長や会員の所属を２年おきにシャッフルを行っていますが、新役員について総会に向け組織充実委員長代理の山田さんよ
り提案がなされました。
そのほかに各委員会や分科会、愛好会より報告がされ、会員企業の緊急提案では３社の皆さんより発表があり、交流会ではいつものように会
員間の紹介や名刺交換がなされ、大いに交流が図れた様子でした。

開催日時：１０１０年７月８日　　担当：総務委員会

石川代表世話人挨拶
（福岡日産自動車）

総合司会の羽田野さん
（西日本鉄道）

　月例会当日１５時３０分より行ってい
ますＦＢＫ新会員説明会には今回多数
の参加を頂きより多くの方のＦＢＫに対
する理解をしていただきました。最近長
年参加されている方で、新しいホーム
ページの理解がされていない方が見受
けられます。ＦＢＫはｎｅｔを活用した交流
と運営を行っています。もう一度活用を
勉強してみようと思われる方はぜひ事
務局まで申し込みお願いいたします。

ソラリア西鉄ホテル
総支配人ご挨拶

九重”夢”創造塾原田さん
安部さん、安部さん

（株）日本エクサシステム
（松尾さん）
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ゲスト参加の皆様

シダックス・コミュニティー
（岡村さん）

愛和（新山さん）ネット・クリエーション
（吉久さん）

緊
急
提
案

月例会では新
メンバーの方
は３ヶ月間若
葉マークをつ
けていただい
て、みんなで支
援しています。



交流会

交流会司会の下田代さん
（九電ビジネスネスフロント）

中締めは大里さんと当番の
総務委員会のみなさん

乾杯の上野さん
（日立製作所）

交流会では料理とお酒で
さらに交流が深まります

今月の交流成果事例発表（三友アンブレラ様）

三友アンブレラは新規移転し、同時に 「損保ジャパン やさしい保険ショップ」を
開設し下記の３会員さまにお世話になりました。新規事務所はＦＢＫ事務局近く
の
「福岡市博多区東光2-3-22」
　①ビルの１階にはコカコーラさんの自販機
　②各入口にはサニクリーンさんのマット
　③西鉄エージェンシーさんに依頼して 路線バスの
      車内放送広告を毎日３７０回

皆様も自社のいろいろな設備や消耗品をご購入のときは
まずＦＢＫに該当する会員会社が無いかご確認ください。

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）２０１０年６月現在
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２０１０年６月度交流成果
2０４件　７８,３２３,０４８円

累計件数　　　　　　２０、４７３件
累計金額　　７３億４，１９８万円

６月３月
2010

●アンケート期間　　　　２０１０年４月２６日～５月２５日
●アンケート実施対象者　ＦＢＫ正・副メンバー 　５２７名 (275社)
●アンケート回答者数　　　　　　　　　　　　　１４２名  (110社)
●回収率            　　　　　　　　　　　　　　      ２７％    (40%)
　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。
　今後の活動に、皆様の貴重なご意見を大いに取り入れて参ります。

アンケートの各内容はＷＥＢ会員専用サイトの「アンケート集計」でご覧になれ
ます。

交流成果事例：三友アン
ブレラ笠さん

アンケート結果分析の発表
（上野総務委員長）

０９年度「アンケート」結果報告　　　　　　　　　　　　　　　詳細はＷＥＢで！



　委員会・分科会だより 詳細はＷＥＢでご確認ください

「エコチャレンジ分科会」　新規発足あなたも参加しませんか！

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

　・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。

下記のような新規の分科会を立ち上げますので、御興味がありましたら御参加お願いいたします。
　「ECO‐ｃｈａｌｌｅｎｇｅ　Subcommittee (エコチャレンジ分科会　略称エコチャレ)」
［発足の主旨］
地球温暖化が叫ばれる昨今、ＦＢＫ及び参加企業でも　ＥＣＯ活動への取組みは　必要なものとなります。そこで、『　温暖化防止の為の国民運動
チャレンジ25　』へ登録し　ＦＢＫ及び参加企業での取組みをおこなっていきます。

［活動目的］
・チャレンジ２５キャンペーンの内容を　会員企業へ告知し取り組みを促す。
･会員企業のＥＣＯの取組みや新技術･商品　の御紹介をおこなう。
［活動内容］
・ＦＢＫとしての取り組みを検討･実施
･メンバー企業の取組みや新技術･商品の紹介
［スケジュール］
・第１回目の分科会
７月２２日　木曜日　１８時から西鉄ソラリアホテル　１７階　にて
座長･副座長・事務局の選出、チャレンジ２５への申請手続き　等今後の活動について会合をしていきます。

＊温暖化防止の為の国民運動　チャレンジ２５
地球温暖化という人類の生存に関わる脅威に対して、世界が立ち向かおうとしています。 2005年2月16日には｢京都議定書｣が発効し、日本は
2008年から2012年の間にCO2などの温室効果ガス排出量を1990年にくらべて6％削減することが義務づけられ、様々な対策を進めてきました。
このような中、2009年9月、鳩山内閣総理大臣がニューヨークの国連気候変動サミットにおいて、我が国の目標として、温室効果ガス排出量を
2020年までに1990年比で25％削減することを表明されました。
政府では、地球と日本の環境を守り未来の子どもたちに引き継いでいくため、「チャレンジ２５」と名付け、あらゆる政策を総動員して地球温暖化
防止の対策を推進することとしており、そのための温暖化防止のための国民的運動を、「チャレンジ２５キャンペーン」として2010年1月14日より、
新たに展開することとしました。
「チャレンジ２５キャンペーン」は、これまでの地球温暖化防止のための国民運動「チーム・マイナス６％」から、よりCO2削減に向けた運動へと生
まれ変わり展開するものであり、オフィスや家庭などにおいて実践できるCO2削減に向けた具体的な行動を「６つのチャレンジ」として提案し、その
行動の実践を広く国民の皆様によびかけて参ります。

発起人

　西野　光貴　(㈱博巧印刷)

　神宮　吉博　(㈱正興商会)

　安部　憲吾　(セントラル警備保障㈱)

　下田　哲也　(㈱チヨダ)

　瀧口　保浩　(宗像グリーン㈱）

よか値マル得キャンペーン
（瀧口事業推進拡販委員長）

神宮発起人

ゴルフ愛好会　　宮崎県口蹄疫義援金８３，２０７円が集まりました

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。６月１７日（木）、宮崎県福岡事務所をゴルフ愛好会迫田座長　と　事務局吉田さんと訪問して
村上昭夫所長に義援金をお渡ししました。

組織充実委員会　　新役員とメンバー所属委員会のシャッフルについて

ＦＢＫ事務局より総会のご案内　　２０10年９月９日（木）　16時00分より

9月定期総会の案内・・・井上さん（事務局）
　　日時 ： ２０10年９月９日（木）　16時00分より
　場所 ：ソラリア西鉄ホテル
　世話人は14：30集合、一般は15：30集合
普段あまり月例会に参加できない方もぜひ多数の参加をお願いいたします！

２０１０年度新役員体制とメンバーの委員会所属シャッフルについてについて、組織充実委員長代行の山田副
代表世話人により、提案がされました。
まずは充実した委員会活動のためのメンバー構成にする。
　・０９年度の月例会出席状況。
　・同業者のダブりをなるべく避ける。（会員区分）
　・登録メンバー数による調整（登録は１会員３名まで）



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

□■□■□■□■□■□■□■

☆新会員のご紹介

・株式会社ふくや　たべごろ百旬館

食素材が手に入らないからと諦めていたあの料理、このメニュー。そんなお料理好きな皆様方をサポートする専
門食料品店がふくや直営の「たべごろ百旬館」です。プロご用達の食材を存分にお買い求め頂けます。あなたの
食卓を豊かに彩る百旬館自慢の商品を見て、触れてお確かめください。

・株式会社トルネックス

トルネックスは、「室内空気環境（Indoor Air Quality）の改善」に向けた一助になれますよう、創業以来活動して参り
ました。喫煙による煙害（受動喫煙）を防止すべく「喫煙所システム」を世に先駆けて、開発・販売して参りました。お
蔭様で50,000件を超える喫煙対策のお手伝いを、日本のみならず、アジア・欧州諸国に於いてもさせていただきま
した。また構築した喫煙環境の
維持管理も含め活動させていただいております。　昨今は、喫煙による煙害以外にも空気環境の汚染を引き起こす
要因は、数多く明らかにされてきております。SARSや鳥インフルエンザは世界的に大変深刻な問題となりました。
その他にも、下痢や発熱の原因となるノロウイルス、各種アレルギーの根源となる花粉や、ダニの糞・死骸などか
らなるダニアレルゲン、中国大陸より遠路はるばる運び込まれる黄砂、または多くの要因によりもたらされる悪臭
等々、ますます対策が必至な課題がございます。当社は今まで頂戴した経験や培った技術を駆使して、このような
課題の解決に注力し、室内空気環境保護活動に取り組んで行く所存です。

・株式会社ポータル

九電工グループの人材サービス会社になります。
事業は「人材派遣」「人材紹介（中途・新卒採用支援）」「教育支援・コンサルティング」が事業の３つの柱となって
おります。もう少し細かく話しますと・・・
①人材派遣…事務系職種、技術系職種、営業系職種、医療系職種、IT系職種の人材を派遣します。
②新卒・中途採用支援…企業が中途採用したいと思っているすべてのポジションの人材を探します。技術系、事
務系、営業系問いません。基本的に一名決まりましたら年収の20％～30％を紹介手数料として採用が決まった
後に頂戴しております。スカウト（ヘッドハント）も致します。（スカウトの場合は別途料金）※新卒の採用支援は中
途採用支援より料金を低めに設定しております。
また、面接代行や書類選考の代行も承っております。
③教育支援・コンサルティング…大学生向け就職支援、人事制度構築支援、教育・研修制度構築支援、社会人
向けの様々な研修（コミュニケーション研修、マネジメント研修、メンタルヘルス研修、ヘルスケア研修、営業研修
など）を承ります。


