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☆新会員のご紹介

8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。

・株式会社パラマ・テック
　　　健康管理システム・病院内・血圧・心電図・点滴等の計測とコントロール

９月１４日（木）
１６時００分より
　 ソラリア西鉄ホテル８階
　　　　「彩雲」にて開催

総会では、通常の活動報告や活動計画、会計報告、年間スケジュール等と
　　　新世話人・所属委員会のシャッフル・皆勤賞の表彰・新会員推薦ランキング上位
      5会員の表彰・ＯＢ会の設立・規約変更等盛りだくさんの議題が審議されました。

子供の頃から商売が好きだった。
最初から独立して社長になることを目指して取組んできた。
ひとは目標を決めて一途に努力すれば夢は必ず叶う。
疲れたと言うのは、倒れるほど働いたときはじめて言えること。
様々なひととの出会いで自分も成長してきたが、特にリコーの市村清さんの著書に感銘を受
け、今でも経営の指針にしている。

　　　　　　　　　　　　　－ 福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ） 創立４周年を迎えて －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡ビジネス協議会　代表世話人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（株）正興電機製作所　山口　博文

　『福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）』は、福岡を中心に企業活動されている会員の皆さまの、事業拡
大に資することを第一として平成１４年８月に創立されました。
創立以降４年に渡る活動は、ＦＢＫの活動方針である『会員による自主運営』、『ゆるぎない人間関
係の創造』を力強く実践してきたことにより、事業拡大に繋がった交流成果が、多くの受注・発注
件数、取引金額として報告されています。
　このようにすばらしい交流成果をご報告し４周年を迎えることが出来ますのも、ひとえにＦＢＫの
活動方針にご賛同いただき、活発に活動されている会員の皆さまのご努力と、業務ご多忙のなか
本会の運営・発展にご尽力頂いている世話人の方々のご協力、ならびに福岡経済界の方々のご
指導・ご支援のおかげです。心より感謝し厚く御礼申し上げます。
　さて、この１年を振り返って見ますと、毎月『月例会』の企業ＰＲ・分散会・懇親交流会に加えて、
『企業お見合い大会』では１対１の商談会、『会員企業見学会』では九州大学伊都キャンパスおよ
びＪＡ糸島さまの見学など、多彩なイベントを開催し、情報交換・親睦に取り組んで参りました。
　分科会活動も活発化し、新しく『物流分科会』『不動産ビジネス分科会』『福岡ＷＯＭＥＮ‘Ｓ　ＦＯ
ＲＵＭ』の３つの分科会が発足しています。　また、『介護福祉分科会』が中心となり、会員企業の
ご協力により実施されていますチャリティバザーの収益金で、福岡市の介護・福祉施設に『車椅子
２０台』を寄贈することが出来ました。
　更に、『インターネット分科会』のご努力により、ホームページを活用した会員アンケートの自動
化を実現しＦＢＫ事務局運営の省力化も実現して頂きました。
このように活発な分科会活動から、新たなビジネスが早期に立ち上がることを期待しています。
　今、日本経済は、堅調なアメリカ経済や、拡大を続けている中国経済の影響を受け、輸出・生産
ともに増加を続けており、企業収益も高水準を維持しています。
また、個人消費も増加傾向にあり着実に国内景気も回復を続けている状況にあることから、内需
と外需、企業部門と家計部門のバランスが取れた形で、息の長い拡大を続けるものと予想されて
おります。
　ＦＢＫもこの好調な日本経済の波に乗り遅れることなく、『内容充実』『会員拡大』を実現し成長し
て行きたいと思います。
　今後ともＦＢＫは、大きな交流成果を生み出すための改善、スケールメリットを損なわない運営
を、会員の皆さまと一致協力し、リアルな人の交流とバーチャルなインターネットサイトでの交流に
より成し遂げ、皆さまのビジネス拡大に向けて活動して参ります。
会員企業の皆さまがＦＢＫを活用して勝ち組みとなることを祈念して、私自身も努力して参ります
ので、ＦＢＫに更なるご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。

☆「第４回福岡
ビジネス協議

会総会」盛大に
開催されました

人と人・企業と企業の
　　　　発展的拡大を目指して！

第４回　福岡ビジネス協議会定期総会式次第

第１部　総会
　　　１． 開会の辞
　　　２． 代表世話人挨拶
　　　３． 来賓紹介とご挨拶
　　　４． 祝電披露
　　　５． 議事
第2部　定期総会講演会

麻生福岡県知事　ご挨拶

第3部　定期総会懇親交流会

ＦＢＫの名簿を見せて頂いたが、実に多種多様な業種
が集っている。
同業者の集りは多いが、このような異業種の団体こそ
価値がある。
世の中は多くの情報で溢れているが、その解釈はそ
れぞれの所属する業界で違っており、
様々な人の意見を聞くことで正しい判断ができる。
それにはこの様な異業種の集団が一番効果的であ
り、ＦＢＫを益々発展させて欲しい。
（麻生福岡県知事）
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講師　株式会社山口油屋福太郎　代表取締役社長　山口毅様

演題　我がビジネスを語る。・・・人は人を浴びて人となる

定期総会講演会

ご来賓　麻生福岡県知事のご挨拶

　　　　　　　　 山口さんの信条
　人間いろいろのご縁があって人と出
会います。どんな方でも一つはすばら
しいところがあるものです。いろいろな
人のよいところを自分に吸収しながら
人間として成長していくものだと思いま
す。今まで本当によい先輩に出会い、
生かされてまいりました。出会いのと
きを大切に、また、そのご縁に感謝し
て、永くお付き合いをしていきたい。

交流成果
（累計で７０００件、３７億６３００万円）

開会の辞（石川さん）

総合司会（羽田野さん）

ご来賓挨拶
（財団法人福岡県産業科学技術振
興財団　専務理事　塚元　憲郎様）

「正興電機製作のディスプレイによる
１年間の行事写真プレゼン

拡大版「月刊福岡ビジ
ネス協議会」の展示

新名簿の配布

ご挨拶の麻生福岡県知事
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・会員の更なる拡大・・当面３００社を目標
　　　１会員１社推薦運動の展開
・平成18年度会員間交流成果
　　　年間３６００件１０億円（月間３００件）目標
　　　累計件数9600件、金額45億円を目指す
　　　小さな取引の積み上げで強固な信頼関係を築く
・今秋１１月～１２月「第４回よか値マル得キャンペーン」
　　　（企業訪問月間は１０月～１２月の３ヶ月）
・産学官連携を強力に推進･･･事業推進企画委員会を中心に
・目的別分科会を更に拡大･･･質と数の両面を伸ばす
・ＦＢＫホームページの拡充とネットビジネス拡大

期間：平成１８年１１月１日(日）～１２月３１日(日）
　　　　①企業訪問強化月間１０月、１１月、１２月の３ヶ月間
　　　　　　「会員企業の相互コミュニｹｰｼｮﾝを増強する目的」
　　　　②物販・サービスを主力とする会員企業による、紙上大商談会」
　　　　　　「協賛企業によるビジネスの拡大を目的」
展開：①統一キャンペーンポスターの作製配布
　　　　②物販キャンペーンパンフレット作成配布
　　　　③ＦＢＫホームページによる告知および展開
物販協賛企業の募集　【締め切り　平成１８年９月１日（金）】
パンフレット（Ａ４中綴じ　12Ｐ　４色）とし　Ａ枠　６社　　Ｂ枠　２４社を募集
　　（パンフレット内に協賛会社提供賞品が当たる応募ハガキを刷り込みます。）

☆☆第４回ＦＢＫキャンペーンについて☆☆　　　　　　　　　　　　　　 事業推進拡販委員会

総会

事務局

・損害保険ジャパン

・日立キャピタル

・日産ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ福岡

世話人会

年間活動計画案作成と実行

幹事会

・代表世話人　・副代表世話人

・事務局

総務

委員会

財務

委員会

組織

拡大

委員会

広報

委員会

事業推

進企画

委員会

研修

委員会

厚生

事業

委員会

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ分科会 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ分科会

介護・福祉分科会

顧問

監査役

ニューﾋﾞｼﾞﾈｽ分科会

士業ﾋﾞｼﾞﾈｽ分科会

若手分科会

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

事業推

進拡販

委員会

組織

充実

委員会

不動産ﾋﾞｼﾞﾈｽ分科会

物流分科会

福岡WOMEN’S FORUM

ＷＥＢ

委員会

平成１８年度以降の新体制：
広報委員会：主にパンフレットや名簿作成

ＷＥＢ委員会：ＷＥＢ改善や運用

ＦＢＫ新体制組織図

総会議事内容
　・平成１７年度活動報告並びに
　　平成1８年度活動計画（案）
　・平成1７年度決算報告と監査報告
　・平成１８年度予算（案）
　・会則変更
　・役員体制審議
　・ＦＢＫＯＢ会設立審議

月例会出席皆勤賞・会員増強推進賞

平成１８年度ＦＢＫの取り組み

第一号議案　平成１７年度活動報告ならびに平成１８年度活動計画の提案

物流分科会（豊田さん） 不動産ビジネス分科会
（濱本さん）

WOMEN’S　FORUM
（徳永さん）

委員会の発表（宮根さん） 分科会の発表（青木さん）

１７年度会計報告・監査の（朝山さん）

１8年度予算発表の（谷川さん）

新役員・ＯＢ会設立提案の（原田さん）

・組織拡大委員会（企業推薦ランキング）の上位６社の表彰（代表：損害保険ジャパンの竹内さん）
・組織充実委員会（月例会出席皆勤賞）の２４会員の表彰（（代表：西鉄タクシーの大賀さん）

キャンペーンと１０月月例会の説明の
事業推進委員長の高宗さん

懇親交流会司会の前田さんと徳永さん

懇親交流会は祝いめでた３番（渡辺・三宅・高宗さん）
最後に日立製作所の牧元支社長による博多手１本で〆ました

総会閉会の辞（墨屋さん）

懇親交流会は正興電機製作所、土屋会長の「乾杯！」のご発声で

平成１８年９月吉日
　　　　　　事業推進拡販委員会　

　日頃よりＦＢＫの発展にご協力いただき、誠に有難うございます。
１０月の月例会を、下記の通り開催致しますので、ご案内申し上げます。
当月は、事業推進拡販委員会が担当いたします。
福岡サンパレスで　　月例会および懇親会の同一会場開催となります。
ご自分の所属委員会を再度ご確認の上、受付をお間違えのないようご注意ください。
今回も、たくさんの会員様のご参加を、宜しくお願い申し上げます。

１．日時 １０月　１２日（木）　　１７：００～
（入会説明会は、１５：３０～１６：３０）参加希望会社一括で実施致します。
サンパレス内に説明会の会場を準備致しております。（当日ご確認ください。）

２．場所 福岡サンパレス　（２階パレスルーム）
福岡市博多区築港本町２－１　　　　　Tel　０９２－２７２－１１２３（代）
月例会　：　懇親会とも　同会場にて行います。

３．議事 １７：００～１７：０５ 代表世話人挨拶　　　山口　代表世話人
１７：０５～１７：１０ 福岡サンパレス　責任者挨拶
１７：１０～１８：３０ ・新入会員、ゲストの紹介

･交流成果発表
・キャンペーン決起大会

（全協賛会社の紹介）
・緊急提案（一社当り　　１分以内／　５社以内）
　（ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ協賛会社以外の会員会社）
・各委員会、分科会からの連絡
・次回月例会の案内　＜組織充実委員会＞

※ロビーにて、キャンペーン協賛会社の

１８：３５～１９：２０ ・分散会
１９：３０～２１：００ ・懇親会　

４．確認事項
●出欠は９月２５日（月）までにＦＢＫサイトからご入力ください。
　　（最近、ご入力が遅れがちです。懇親会手配の都合もございますので、ご協力宜しくお願いします。）

●緊急提案ご希望の方は、９月２９日までにメールにて事務局へお申込ください。
　今回は全会員一同の開催なので全員にPRできます。（協賛会社以外）
●当日、出店希望の会社（協賛会社）は９月末までに事務局にお申込ください。
●チラシ等の配布希望の方は３０分前に会場にて、各机上に配布してください。
●今回も「古切手」「使用済プリカ」の回収をいたします。ご協力ください。
●「分散会」を実施致しますので「自己紹介メモ」を各自１０枚程ご持参ください。
●懇親会の会費はお一人４，０００円です。領収書を準備いたします。

以上

第４３回（１０月度）月例会のご案内

物販商談会を実施いたします。
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