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第第第第１７１７１７１７回定期総会回定期総会回定期総会回定期総会ではではではでは、、、、表彰式表彰式表彰式表彰式・・・・講演会講演会講演会講演会・・・・抽選会抽選会抽選会抽選会がががが開催開催開催開催されされされされ、、、、

３００３００３００３００名近名近名近名近くのくのくのくの参加者参加者参加者参加者におにおにおにお集集集集まりいただきましたまりいただきましたまりいただきましたまりいただきました。。。。

――――福岡福岡福岡福岡ビジネスビジネスビジネスビジネス協議会協議会協議会協議会 次次次次のののの２０２０２０２０周年周年周年周年にににに向向向向けてけてけてけて――――

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、福岡を中心にビジネスを展開し

ておられる会員の皆様の幅広い人脈づくりとビジネスチャ

ンスの拡大を第一の目的として、２００２年８月に設立され

ました。以来、会員自らが考え行動する自主運営をモットー

に、会員同士の交流の場づくり、機会づくりに積極的に取り

組み、ビジネス交流成果の拡大に努めてまいりました。

２０１９年７月末現在の会員数は２５０社、設立以来１７年

間の会員企業間の取引累計は、件数で４３，０００件、金額

で１４８億６，００万円を超えております。

このように、ＦＢＫが拡大発展することができましたのは、

ＦＢＫの趣旨、活動方針をご理解いただき、活発に活動し

ていただいた会員の皆様方のご努力の賜と心から感謝申

しあげます。

ＦＢＫは、３年後に設立２０周年を迎えることになりますが、

更に拡大、発展しながら２０周年を迎えるために、取り組ま

なければならない課題があります。

１番目は、「成果があがる仕組みづくり」です。毎月開催し

ている月例会に参加することによって、人脈づくりとビジネ

スチャンスの拡大につながるよう、会員が交流する時間を

増やす工夫をするなど、イベントの内容を充実させること

が重要だと考えております。

２番目は、「会員の増強」です。会員が増え、規模が拡大す

れば、ビジネスのチャンスも

増えることになります。以前から会員３００社を目指してお

りますが、入会者数を上回る退会が発生し、直近の２年間

では会員数が減少しております。喫緊の課題として会員増

強策に全員で取り組む必要があります。

３番目は、「活力を維持できる組織づくり」です。ＦＢＫ

の要である各委員会が組織的に機能するよう、委員会を

「運営統括担当」、「会員サービス担当」、「ビジネス推進

担当」の3グループに担当分けしました。各委員会が自己

のミッションだけに単独で取り組むのではなく、他の委員会

と連携をとって、所属する担当グループの役割に共同で取

り組み、効果的な委員会活動を行うことが重要だと考えて

おります。

次の２０周年に向けて、ＦＢＫが更に拡大、発展するよう、

全会員の力を集結し、活力ある楽しい会を創りあげたいと

考えておりますので、皆様のご支援、ご協力をお願いいた

します。

最後になりましたが、会員企業の更なるご発展と会員の皆

様の今後ますますのご多幸、ご健勝を祈念申しあげまして、

挨拶とさせていただきます。



委員会・分科会からの連絡

ご来賓挨拶

福岡春光懇話会

副会長

福岡日産自動車株式

会社代表取締役社長

太田憲男 様
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演題

「常勝チームにおける指導力か

ら学ぶリーダーシップ

東福岡高校における指導方法

チームビルディングとリーダー

シップとは」

第一部 定期総会

第二部 講演会

第三部 交流会・抽選会

古川代表世話人挨拶開会の辞 新野さん

ＦＢＫの森維持整備活

動のご案内 笠さん

神社仏閣研究会

活動報告 山田さん

ゴルフ愛好会

活動報告 小方さん

司会 柴田さん

第一号議案 迫田さん

第二・三号議案

染谷さん

第二号議案 清田さん

第四号議案 斎藤さん

閉会の辞 古賀さん次月月例会案内

貞末さん
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新役員 古賀さん

新委員長 佐々木さん

新世話人 鶴屋さん・渋谷さん・

白濱さん

講師 東福岡高等学校ラグビー部監督

藤田雄一郎氏

乾杯のご挨拶

松浦市長

友田 吉泰様

交流会司会 牛島さん

染谷さん 山田さん

新メンバー・ゲストのご紹介

会場ご挨拶

株式会社八仙閣様

抽

選

会

たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの豪華賞品豪華賞品豪華賞品豪華賞品のごのごのごのご提供提供提供提供ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます！！！！



第第第第172172172172回（回（回（回（10101010月度）月例会月度）月例会月度）月例会月度）月例会『『『『新入会員ＰＲ商談会新入会員ＰＲ商談会新入会員ＰＲ商談会新入会員ＰＲ商談会』』』』開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ

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「新入会員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。今回のＰＲ商談会は、新入会員様限定6社によるプレゼンテーションを行っていただきます。この機会に自社商

品のＰＲを行い、また新入会員様の商品やサービスをより深く知っていただくことにより、交流成果拡大の一助になればと考えております。

是非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10日（木）17：00～20：30

・入会説明会は15：30～16：30 同会場2階にて実施致します。

・新入会員の方、ゲストにてご参加ご希望の方は事務局宛にメールをお願い致します。

・メンバー変更などで初めてＦＢＫに入られた方は、必ずご参加をお願い致します。

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

・6社の新入会員様に15分（ＰＲ10分＋質疑応答5分）のＰＲを行っていただきます。今回は1会場でのＰＲです。また展示ブースはありませ

ん。

※新入会員＝2018年8月1日～2019年7月31日の期間に入会された会員

■タイムスケジュール

◇定例会

・17：00～17：03 代表世話人挨拶

・17：04～17：07 株式会社ラック様 御挨拶

・17：08～17：13 新メンバー・ゲスト紹介

・17：14～17：16 交流成果発表

・17：17～17：23 各委員会・分科会からの連絡（2社・各3分以内)

・17：23～17：26 士業ビジネス分科会 ワンポイントセミナー

くぼた総合法務事務所 窪田早成氏

・17：27～17：30 次回例会の案内（組織充実委員会)

・17：30～19：00 ＰＲ商談会（90分）

※計6社（1社×各15分

◇交流会 19：10～20：30

・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！

■確認事項

・出欠は10月1日(火)までにＦＢＫサイトからご入力ください。・委員会・分科会からの連絡も事前にご連絡ください。

また今回、緊急提案は行いませんのでご了承下さい。・チラシ等の配布希望の方は16時30分までにご自身で各机上に配布してください。

・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）

【PR新入会員企業】

●株式会社ヒカリ

●株式会社有明ねっとこむ

●今心株式会社

●税理士法人ＡＫＪパートナーズ

●株式会社新生堂薬局

●株式会社ガルベラ・パートナーズ

■■■■ 交流成果交流成果交流成果交流成果 （２０１９年（２０１９年（２０１９年（２０１９年 8888月末現在）月末現在）月末現在）月末現在）
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ＦＢＫ交流成果実績表（累計）

百万円 件

201201201201９年９年９年９年 ８月度交流成果８月度交流成果８月度交流成果８月度交流成果

１６２件１６２件１６２件１６２件 43,003,63743,003,63743,003,63743,003,637円円円円

累計件数累計件数累計件数累計件数 43,56543,56543,56543,565件件件件

累計金額累計金額累計金額累計金額 14141414９９９９億億億億6666３３３３00000000万万万万



・・・・株式会社毎日メディアサービス株式会社毎日メディアサービス株式会社毎日メディアサービス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：吉田・山領・竹下

□■□■□■□■□■□■□■

□■□■□■□■□■□■□

【渉外】

◎担当：山田

□■□■□■□■□■□■□

８月以降に入会の１社をご紹介します！８月以降に入会の１社をご紹介します！８月以降に入会の１社をご紹介します！８月以降に入会の１社をご紹介します！

Ｍｏｄａｌ ｓｈｉｆｔ ｃｏｎｃｅｐｔｉｏｎ 「より早く、安全に、確実に」

人と地球にやさしい貨物輸送を目指します。

社会の流れと共に多様化する物流。今の時代は、より環境に配慮した物流が求められています。

CO2の排出を削減できる海上輸送へのモーダルシフトは、環境にやさしい輸送モードへ転換できるとと

もに、ドライバーや荷物にもやさしい輸送を実現できます。

当社は、お客様のあらゆるニーズにお応えできるよう、船を利用した様々な物流システムにチャレンジ

しています。

当社は（株）商船三井フェリーの100％子会社です。自社のトレーラーは（株）フェリーさんふらわあ

（志布志港～大阪南港）で海上輸送と陸上輸送を組み合わせた複合一貫輸送を行っております。また、

商船三井フェリー（博多港・苅田港～東京港、大洗港～苫小牧港）を利用して長距離定期航路サービス

との最適な組合せであるトレーラを多数用意し、海陸複合一貫輸送システムを構築しています。

〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町12-1

博多港センタービル4階401

TEL:092-263-8041, FAX:092-263-8087
http://bhx-k.jp
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