
☆新会員のご紹介
１１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。

　

【交流成果】　第５回よか値マル得キャンペーン実施中。

第５回よか値マル得キャンペーンが始まり、２ヶ月
が経過しました。営業活動は順調に行っていますで
しょうか。本年最後の１２月を迎え、追い込み中では
ないかと思います。キャンペーン期間も３ヶ月と例年
に比べ１ヶ月期間も長く、多くの会員企業を訪問す
る最後のチャンスです。

１０月１１月と交流件数の実績は、３００件の目標
に対し達成していますが、取引金額が少ないようで
す。累計金額で５２億円弱です。新規会員の方も増
加していますし、張り切って活動されています。

月例会では訪問ではなかなか親しくなれない（訪
問ではザックバランになり難い）方にも、分散会や懇
親会で交流を深め、多くの方に自社や自分自身をＰ
Ｒするチャンスです。がんばってください。

また交流成果に結びついた実績の中には、委員
会や分科会・ゴルフ愛好会の仲間を通し、成果が出
ています。おおいに参加して交流を深めてください。

・株式会社コアラ

・木村歯科歯周研究所
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常に最新のインターネット技術を取り入れ、ユーザーサービスを図る地域向けインターネット供給
会社です。ホームページ製作、携帯サイト製作、インターネット接続サービス（フレッツ光プレミア
ム・フレッツＡＤＳＬ・コアラＡＤＳＬ）、サーバーホスティング･ハウジング、セキュリティ環境構築、Ｖ
ＰＮ構築。最近は観光に特化したインターネットコンテンツを開発・提供しています。

福岡市中央区天神にある歯医者（歯科医院）です。木村歯科歯周研究所では世界水準の技術と
設備そして医学的根拠に基づいた専門知識を提供しています。皆さんが安心して歯周病治療・イ
ンプラント治療・虫歯治療あるいは入れ歯の治療を受けることが出来る様切磋琢磨しています。

福岡 WOMEN'S FORUM（ＦＷＦ）

　「第５回ゴルフコンペ」を開催いたしました。
会員企業の西部観光開発様の「セブンミリオンカントリー
クラブ」で１２月１日(土)１０組４０名で開催し、優勝者は
見事当クラブの鹿島様が栄冠を獲得されました。
　ゴルフ愛好会では毎回チャリティホールを設け、それを
「ＦＢＫチャリティ基金」へ、今回は２７、６８５円を寄贈しま
した。
　コンペでは、普段の月例会等にない交流を深め、ビジ
ネスにつなげています。皆様の参加お待ちしています。
次回は５～６月頃を予定しています。

11月20日（火）ブライダル衣装
　　　　　　試着会開催

ＦＷＦでは「Ｈａｐｐｙになれるブライダ
ル衣装試着会」を実施しました。会員
のブライダルハザマ様のご協力により
１９名の参加者により２～３着のドレス
を試着し、とても「Ｈａｐｐｙ」、の様子で
した。その後懇親交流会を行い、大い
に盛り上がりました。

また１２月８日熊本へ行き「キャリア
アップ熊本」の方との交流会を行いま
した。（キャリアアップ熊本のかたは、
１１月２３日に行われました「ＦＢＫ５周
年記念講演会」にも参加いただきまし
た。）

連絡先（会員企業の女性の方入会お待ちしています）
㈱テノ・コーポレーション　　徳永　まで
（ＴＥＬ　092-263-8040）（ＦＡＸ　092-263-8335）
E-mail:tokunaga@teno.co.jp

ニュービジネス分科会

　分科会だより

　ニュービジネス分科会では、本年度「村興し、町興しでビジネスを展開する」こ
とをテーマに活動して参ります。
　具体的には「大吊橋」で脚光を浴びている大分県九重町の町興しビジネスに
取り組んでいきたいと思います。
　活動の第一弾として「筑後川流域の観光資源をトータルに活用する」運動を
約１０年以上推進されてこられました、ＦＢＫ会員である久留米大学駄田井正教
授に町興しについての講演をしていただく事になりました。
      開催日：１２月１７日(月）17：00～21：00
      場  所 ： テノ・コーポレーション　２階会議室

ゴルフ愛好会「第５回ゴルフコンペ開催」

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）
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２００7年1１月度交流成果
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累計件数　　　　　　　　12、007件
累計金額　　5、191、359、872円

10月 1１月

桂由美デザインのドレスを楽しんでください！
スタッフのスピードあるメイクアップに感激

第５４回（１２月度）月例会　１２月１３日開催
◆定例会
　士業ワンポイントセミナー
　テーマ：「ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽに対応した就業規則の作成」
　講　師：碇　宏介　社会保険労務士
◆懇親会
　　・　ＫＢＣラジオチャリティ・ミュージックソンの趣旨説明と募金活動
　　・　ビンゴ大会

チャリティ基金へ寄贈されるゴルフ愛好会会長
の迫田さん。基金を運営される介護・福祉分科
会大塚座長

2007.12.6

福岡ビジネス協議会世話人　各位

　　　　　　事業推進企画委員会

　　　　　　委員長　石川　　　進

　日頃より、ＦＢＫの諸活動にご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　さて、１月度月例会を下記の通り実施致しますので、ご案内申し上げます。今回は例月の月例会に加
え「よか値マル得キャンペーン」の大抽選会と新春賀詞交歓会を開催致しますので万所繰り合わせの上
多数の参加をお願い申し上げます。

１．日　時 ２００８年１月１０日(木) １７：００～
　　＊入会説明会は１５：３０～１６：３０同会場で実施します

２．場　所 「ＫＫＲホテル博多」（国家公務員共済組合連合会福岡共済会館）
福岡市中央区薬院４－２１－1 ＴＥＬ　　０９２－５２1－７４４６
　　＊場所はＦＢＫホームページを参照願います

３．内　容 17：００～１９：００ 1)定例会
　①世話人代表挨拶
　②ＫＫＲホテル博多代表挨拶
　③新メンバー紹介
　④交流成果発表及びよか値マル得キャンペーン結果報告・連絡事項

　⑤新会員企業ＰＲ
　⑥企業ＰＲ　　　　　　　　　　　
　⑦緊急提案
　⑧委員会報告・分科会報告
　⑨次回月例会案内・その他
　⑪分散会

１９：００～１９：１０ 　休憩
1９：１０～２０：４０ ２)懇親会(キャンペーン抽選会・賀詞交歓会)

懇親会参加費４０００円/一人
４．その他 ①緊急提案がある方は、１２月２５日(火)までに連絡願います(１社２分以内)

②チラシ等を配布する場合は、３０分前までに会場に来て自分で配布して下さい
③出欠確認を「ＦＢＫwebサイト｣に１２月２５日(火)までに入力して下さい
④懇親会は、１月８日(火)１７時以降のキャンセルは参加費を頂きます
⑤分散会で使用する「自己紹介コメントメモ」を１０枚持参願います

以　上

第５５回(１月度)月例会のご案内

記

・株式会社シーマ

結婚を控えた顧客に、婚約指輪、結婚指輪の販売を行っています。銀座ダイアモンドシライシとユ
クセルコダイヤモンドの２ブランドを天神西通りと小倉に各2店づつ計４店舗営業しております。予
算内でお気に入りのデザインとダイヤモンドをお選びいただけるシステムとなっています。

株式会社フジスタッ

藤屋事務所

株式会社葉隠 福岡県商工部国際経済観光課

株式会社プラス

木村歯科歯周研究所

挨拶は上野副代表世話人総合司会の谷川さん

ゲストと新メンバーの皆さん 分散会にて

緊
急
提
案
と

各
種
連
絡

新会員企業ＰＲ

講師の　碇社会保険労務士

企業ＰＲ

今月は士業分科会より碇社会労務管理士により講演をい
ただきました。
１２月の月例会は毎年忘年会を兼ね、ビンゴ大会等を行っ
ています。今年もたくさんの会員の皆様よりすばらしい景品
をご提供いただき、楽しい時間を過すことが出来ました。

ニュービジネス分科会より 物流分科会より

こ ん し ん か い

ＫＢＣチャリティミュー
ジックソンへ介護・福
祉分科会より（３万円）
寄付金を贈呈し、懇親
会で募金活動を行いま
した。（５１、０２９円）ご
協力ありがとうござい
ました。

ＫＢＣ宮本アナウンサー ＫＢＣ小嶋ラジオ局長へ 介護・福祉分科会の皆さん

ビンゴ司会の佐々木さん ビンゴ１位の下村さん自転車引き当てました 賞品渡しの平田さんの前で

賞品は全員に渡りました 「ライオンキング」の招待券
が当たり、喜びの山田さん

当番の財務委員会の皆さん

１２月月例会担当：財務委員会


