
 

 

発刊日：２０１６年９月30日 

月刊福岡ビジネス協議会 

優良企業300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/ 

現在会員数 

２５３社 

正副メンバー 

５００名 

作成担当 

松本・竹下 
第117号 

２０１６年９月８日開催 会場：ソラリア西鉄ホテル 

今年で１４回目となる定期総会には２７０名を超す参

加者の皆様にお集まりいただきました。 

講演会では、株式会社ふくや代表取締役社長川原正

孝氏を講師にお迎えし、『私の経営理念、人を活かす

経営』と題してお話いただきました。 

第１４回 
ＦＢＫ定期総会 

―福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）の更なる発展に向かって― 

                 福岡ビジネス協議会 代表世話人 

                 株式会社正興電機製作所 古川 公俊 

 福岡ビジネス協議会は、２００２年８月に設立され、

１４年を経過しました。 

これも偏に、会員の皆様のご努力ならびに自治体や

地元経済界の方々のご支援によるものと、心から感

謝申しあげます。 

  

ＦＢＫは、会員の皆様の幅広い人脈づくりと、それに

よるビジネス成果の拡大を第一の目的として活動し

ておりますが、これにより、会員が享受できるメリット

をより大きなものにするためには、会の規模を拡大

すること、活動内容を充実させることが重要であると

考えております。 

そのために、今後、「会員の拡充」、「成果があがる

仕組みづくり」、「活力を維持できる組織づくり」の３

項目を重点課題として取り組み、更なる拡大、発展を

目指してまいります。 

  

「会員の拡充」については、「１社１社運動」に全員で

取り組んだことにより、この１年間で２２社の新規入会

がありましたが、一方では２５社の退会が発生し、結

果的には３社減となりました。今年は、「１社１社運

動」に加え、退会を減らす方策を考え、取り組んでま

いります。 

「成果があがる仕組みづくり」については、会員交流

の機会を増やすよう、各委員会が月例会の中身を工

夫し、会員のビジネスチャンス拡大に繋げてまいりま

す。 

「活力を維持できる組織づくり」については、委員会、

世話人の大幅なシャッフルを行うことにより、マンネ

リの打破、活性化に取り組むとともに、併せて、分科

会、愛好会などの小グループ活動に力をいれ、それ

ぞれが活発な活動、交流を行うことにより、ビジネス

成果に結びつくよう取り組んでまいります。 

  

来年、ＦＢＫは創立１５周年を迎えます。この節目に

何をなすべきか、前年度から準備委員会を立ち上げ、

ＦＢＫを魅力あるものにするための検討をしておりま

す。 

ＦＢＫは、会員自らが考え、行動する自主運営組織

です。１５周年、更には２０周年を迎えるとき、ＦＢＫ

はどうあるべきか、皆様と一緒に考えていきたいと思

います。 

ＦＢＫが、拡大、発展した形で１５周年を迎えられるよ

う、会員の皆様の積極的な参加をお願いいたします。 

  

ＦＢＫは、更に結束を固め、より一層活発な交流を図

り、福岡から「元気」を発信してまいりますので、今後

とも変わらぬご指導、ご支援を賜りますようお願い申

しあげます。 



熊本県福岡事務所様、九重町様、大分県福岡事務所様、松浦市福岡事

務所様からたくさんの賞品をご提供いただきました。 

ありがとうございました。 

講師：株式会社ふくや  

代表取締役社長 川原正孝様 来賓ご挨拶 福岡春光懇話会 

副会長 滝口 裕 様 

演題：「私の経営理念、 

   人を活かす経営」 

第一号議案 迫田さん 第二・三号議案 酒井さん 第二号議案 山田さん 第四号議案 大垣さん 

久保山さん 平野さん 近藤さん 

尾形さん 山田さん 山口さん 林田さん 

乾杯 齊藤さん 

中締め 古川さん 

中締め 秋本さん 

川原さん 上田さん  

新世話人の皆様 

よろしくお願いいたします！ 
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件 百万円 ＦＢＫ交流成果実績表（累計） 百万円 件 

201６年 8月度交流成果 
126件 40,054,353円 

累計件数              34,806件 

累計金額    121億 7100万円 

■ 交流成果 （２０１６年 ８月末現在） 

 

日頃より、ＦＢＫの諸活動にご参加を賜り、誠に有難うございます。さて、10月度「ＰＲ商談月例会」を下記の通り開催致しますので 

ご案内申し上げます。昨年に引き続き今回のＰＲ商談会も各企業様のプレゼンテーションに加え 各会場に展示ブースを設け、 

実際の商品に触れていただく「参加・体験型」の商談会を企画致しました。 

この機会に自社商品のＰＲを行い、成果につながる商談に活用いただければと思いますので、多数のご参加をお願い申し上げます。 

 

■開催日時・場所 

 日時：10月13日（木）17：00～20：30 

 場所：リッツファイブ  福岡市博多区美野島1－1－1 電話：092－472－1122 

 

■開催概要 

 ・前回通り3会場で、各会場5社（計15社）のプレゼンテーションを行っていただきます。 

 ・各会場にはプレゼンテーションしていただく企業様の展示ブースを設けておりますので、 

  5社のプレゼンテーション終了後、各会場の展示ブースを自由にご見学下さい。 

 

■タイムスケジュール 

◇定例会 

・17：00～17：05 代表世話人挨拶 

         株式会社ラック様 御挨拶 

・17：05～17：10 新メンバー・ゲスト紹介 

・17：10～17：20 会場移動・準備 

・17：20～18：40 ＰＲ商談会(80分)  

          ※計15社（3会場×各5社） 

          ※1社10分 

          ※ＰＲ終了後、 

          各会場の展示ブースを自由に 

           ご見学下さい（30分） 

・18：40～18：45 会場移動（1階の会場にお集まり下さい） 

・18：45～18：50 交流成果発表 

・18：55～19：00 各委員会・分科会からの連絡 

・19：00～19：05 次回例会の案内(組織充実委員会) 

 

◇交流会 19：15～20：30 

 

・名刺交換や自己ＰＲの有効な時間です。  

 交流を深め今後の営業活動に結び付けましょう！ 

 

 

■ 2016年10月度月例会のご案内 

 

【確認事項｝ 

1.出欠は10月6日(木)までにＦＢＫサイトからご入力ください。 

2.お聞きになりたい企業様の希望先を事前に受け付けます。 

ご希望があればＦＢＫホームページ「この指とまれ」にご入

力下さい。このサイトは1.の出欠サイトとは別のページにな

りますのでご注意下さい。また、申込多数の場合、ご希望に

添えない場合もございますので、ご了承下さい。なお「この

指とまれ」のサイトは9月12日に公開し10月6日を締切とさせ

ていただきます。 

※PR内容に一部変更がございます。再度ご確認ください。 

3.ご希望がない場合、座席は委員会の方で決めさせていただ

きます。なお、企業様のＰＲ中の会場移動はご遠慮いただき

ますようお願い致します。 

4.委員会･分科会からの連絡も事前に連絡頂きまして、3分程

度でお願い致します。また今回、緊急提案は行いませんので

ご了承下さい。 

5.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。 

6.交流会の会費はお一人4,000円です。領収書を準備いたしま

す。 

（当日、前日のキャンセルは会費を後日請求させていただき

ます） 



・株式会社毎日メディアサービス

福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）事務局 

 E-Mail： fbk@cnc.bbiq.jp         

 FAX：092-985-9112  

〒812-0008 福岡市博多区東光２－７－２５   

正興電機製作所別館 1Ｆ 

  

□■□■□■□■□■□■ 

    

【運営・業務全般】 

  ◎担当：松本 ・竹下 

 

□■□■□■□■□■□■ 

□■□■□■□■□■□■□ 

    

【渉外（非常勤）】 

   ◎担当：山田 

 

□■□■□■□■□■□■□ 

■□■□■□■□■□■□ 

    

【サポート（非常勤）】 

   ◎担当：吉田 

 

■□■□■□■□■□■□ 

 ８月以降に入会の５社をご紹介します！ 

■西鉄情報システム株式会社 

西鉄情報システムは、経営の中核となるＩＣＴ（情報通信技

術）サービスをこれまでの豊富な経験と先進的な技術でご提供

し、コンサルティングからシステム構築・運用サポート、堅牢

なデータセンターサービスや情報セキュリティサービスまで一

環した体制で長期的にお客様の業務をご支援いたします。 

 交通系システムとしては、バスロケーションシステム、時刻

表検索システム、公共交通機関運行（航）情報提供システム

「のりもの info.com」などの構築・運用サポートを行っていま

す。 

■福岡大学ベンチャー起業論 

ベンチャー起業論は１９９９年から開始し，企業の問題発見，問

題解決を目標としたプロジェクト活動と地元の魅力的な企業の経

営者による講義を主な内容としています。学生は講義を通して，

自分が目標とする経営者との出会いをし，目標を明確にして，企

業へのインターンシップを行います。インターンシップを通して，

地元企業の創業の歴史，社長の経営理念，社員の意識調査，商品

の魅力や顧客や取引先の商品に対する意見を自らの足で取材し，

問題発見，問題解決を行っております。この活動の成果は，８月

末の「企業対決」や年末の「ビジネスプランコンテスト」で発表

します。是非，このようなコンテストにも多くの方々に参加して

頂き，学生の自由な発送や足を使った活動にご注目下さい。 

■特定非営利活動法人ASIA 

■鹿島道路株式会社 

■福岡電材株式会社 

特定非営利活動法人A S I Aは、福岡県内において、大学、自治体、

経済界等が一体となって、九州企業の海外市場進出による九州

経済の活性化と、国際競争が進むアジアの中で活躍する若者の

人材力を育成することを目的に、平成21年8月に任意団体として

活動を始め、平成25年9月10日に法人格を取得しました。活動の

中でも主軸となっているのが、九州の地場企業のアジア戦略を

テーマとする、日本人学生と留学生が協同して取り組む課題解

決型インターンシップ事業であり、国内外の課題の解決・グ

ローバル化の促進に多くの賛同を得て、産学官の三者をあげて

取り組む事業となっております。 

私たち鹿島道路は、1958年の創業以来鹿島グループの一員とし

て、道路をはじめとした舗装関連工事を中心に、一般土木工事、

スポーツ施設の建設、土木資材の製造販売、産業廃棄物のリサ

イクル事業など幅広い分野において事業を展開し、数多くの施

工実績を有しております。また、工場や倉庫、店舗などの建築

工事、メンテナンス工事、商店街等のリニューアル工事、門

塀・フェンスの補修から汚染土壌の浄化まで、様々なご相談を

承ります。どんなお困りごとでもお気軽にご相談ください！ 

当社、福岡電材株式会社は昭和24年に設立し68年を迎えました。

博多の町から九州へ全国へと商材を流通するという供給責任に

て事業展開を進めて参りました。近年は『空間』に特化し、提

案→納材→工事→アフターフォローとワンストップのサービス

を提供、又研究をしております。企業理念である仕事を通じ人

間力を向上させ貢献する事を目的として、お客様をはじめ周り

の方々に寄り添って学び絶対的価値を求め『キラリと光る』会

社を目指しております。 

〒812-0044 

福岡県福岡市博多区千代4－1－33 

西鉄千代県庁口ビル7Ｆ 

TEL:092-645-2512 FAX:092-645-2539 

http://www.nishitetsu.ne.jp/nis/ 

〒812-0032 

福岡県福岡市博多区石城町1-15 

TEL:092-281-1267 FAX:092-281-1266 

http://www.fukuokadenzai.co.jp/ 

〒810-0004 

福岡県福岡市中央区渡辺通5-15-6 

縄田ビル 

TEL:092-724-3071 FAX:092-724-3609 

http://npo-asia.com/ 

〒812-0011 

福岡県福岡市博多区博多駅前3-12-10 

鹿島ビル8Ｆ 

TEL:092-451-4356 FAX:092-474-0913 

http://www.kajimaroad.co.jp/ 

〒814-0180 

福岡県福岡市城南区七隈8-19-1  

福岡大学経済学部 文系センター1207 

TEL:092-871-6631 FAX:092-864-2904 

http://www.fukuoka-u.ac.jp/ 

2016年９月末現在 

会員企業 ２５３社 

登録メンバー ５００名 


