
福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）会員　各位 ２００８年６月吉日
総務委員会

委員長　上野　久充

ＦＢＫ第６１回（７月度）月例会のご案内

　日頃よりＦＢＫの活動並びに発展にご協力いただきありがとうございます｡
７月の月例会を、下記の通り開催いたしますのでご案内申しあげます｡
会場は｢ソラリア西鉄ホテル｣様での、全会員合同での月例会並びに懇親会を開催いたします。
当月は、９月に開催する定期総会を控え｢プレ総会｣の意味を持つ重要な月例会です｡
会員各位の積極的なご参加を御願い申しあげます｡

記
1.　日　時　　７月１０日（木）　　ＰＭ　5：00　開催
　　　　　　　　　　　（入会説明会は、15：30～16：30　同ホテル説明会場にて実施）
2.　場　所　　ソラリア西鉄ホテル

　　　　　　　〒810-0001　福岡市中央区天神2-2-43　　TEL:092-752-5555
3.　内容
　■定例会議事

①代表世話人　挨拶
②ソラリア西鉄ホテル　　責任者　ご挨拶
③新人会員、ゲストのご紹介　
④交流成果　発表　　　　　　
⑤「会員アンケート」　結果報告
⑥各委員会の２００７年度活動報告並びに２００８年度活動計画（案）
⑧その他審議事項
⑨９月定期総会の案内　（８月夏休み・９月定期総会）
⑩「新会員企業ＰＲ」　　　　　　　

　■臨時総会
①事務局設置に伴う財源確保策について
②会則の一部見直しについて

　■懇親会
同ホテル会場

4.　確認事項
(1)　出欠は６月３０日（月）までにＦＢＫサイトよりご入力ください｡
　　（懇親会手配等の都合もあり、早めのご入力を御願いいたします。）
　　尚、臨時総会を欠席せざるを得ない場合には、メールに添付する委任状の提出をお願いします。
(2)　当日出店ご希望の方は、６月３０日（月）までに事務局宛てメールにてお申し込みください｡
(3)　チラシ等の配布ご希望の方は、３０分前までに会場にて各机上に配布してください｡
(4)　懇親会の会費は１人４.０００円です｡領収書を準備しています｡

以上

☆新会員のご紹介
５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。

　

　ＦＢＫサイトには色々な企業ＰＲのツールがあります。
　●会社情報の登録　●商品情報の登録　●耳寄り情報　●イベント情報の告知（ＦＢＫ会員行事日程）
これらのツールを使いこなしていますか？
使い方が分からない場合は事務局へお問い合わせください。
キーワード検索であなたの会社がヒットするよう、取り扱っている商品やサービスを会社情報のコメント欄に書
き込みましょう。商品もたくさん登録しましょう。これが新しい交流成果につながります。

・那珂川町立　福岡女子商業高等学校
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【交流成果】　企業・商品のＰＲツールを活用しましょう！

　委員会・分科会だより 詳細はＷＥＢでご確認ください

ニュービジネス分科会

ドコモアイ九州(株）

福岡ソフトバンクホークス
マーケティング(株)

担当の広報委員会の皆さん

　本校は、「日本一の商業高校」・「日本一の女子高」を目指して教員と生徒が手を携えて様々な教育活動を
行っています。その中の代表的な活動として、地域の多くの方々のご協力を得て、１１月下旬又は１２月初旬
に、「女子商マルシェ」という全生徒とによる店舗経営実習を２日間に渡って実施しています。「女子商マルシェ」
とは３６の企業様に本校内に支店を出店していただき、本校生徒が総務・仕入・経理・広報の各部門に分かれ、
生徒自信に商品の仕入れから販売後の決算までの一連の活動を体験させるものです。この実習を通し、経営
管理能力や実務能力を高めるとともに接客マナーを身に付けさせることをひとつの目標としています。
この「女子商マルシェ」をはじめとする様々な教育活動を通して、本校の生徒が社会に貢献できる商業人となる
よう、また、２１世紀の日本を担う「志」ある女性となれるよう力を注いでいます。

月例会の一般メンバーとゲストの方
の出席申込が変わりました。

　正副メンバーの方が「ＦＢＫ行事日程」の月
例会メニューより「出欠」をクリックしていただ
き。まず自分の出欠を登録。画面の下に「一
般メンバー、ゲスト参加者の連絡はこちらか
ら」をクリックしていただいて該当をチェック
し、確認後送信してください。
事務局当てﾒｰﾙで連絡されます。
もし一般メンバーの登録がないとその場で登
録できます。登録完了後に申込をしてくださ
い。

世話人代表挨拶の上野さん

総合司会の中島さん

懇親会司会の飯田さん

新会員とゲストの皆さん

第６０回（０８年６月度）月例会は６月１２日（木）
ＫＫＲホテル博多で開催いたしました　。
企画行事として「第７回企業お見合い大会」を開催し
ゲストを含め１０４会員の皆様により行われました。
【開催内容】
・定例会
　① 代表世話人挨拶
　② ＫＫＲホテル博多殿代表者挨拶
　③ 新入会員、ゲストの紹介
　③ 交流成果発表
　④ 新会員企業ＰＲ、緊急提案
　⑤ 各委員会、分科会からの連絡
　⑥ 次回月例会の案内＜総務委員会＞
・企業お見合い大会
　相手企業を交代し２回実施
・懇親会
　懇親会では、お見合い大会の交流は、打ち解けた中
　継続されました。

・株式会社　ベルスタッフ

　平成１５年７月１日、(株)九電工と(株)メモリードとの共同出資により誕生いたしました。
私たちは時代に求められている人材派遣分野の中でも、特に冠婚葬祭スタッフや、司会、コンパニオン（レセプ
タント）などに特化した派遣業務を行っています。
バンケット-部門・・・エンターテイメントなひとときを笑顔のホスピタリティーでサポートいたします。
パーティーコンパニオン（ドレス）・宴会コンパニオン(和装・スーツ）、受付・司会（イベント・セミナー・各種フェア・
レセプション等）
婚礼部門・・・人生最大のイベントをお客様の立場になって、心のこもったサービスをご提供いたします。婚礼
サービス全般、インフォメーション、宴会サービス、司会、レストランスタッフ、音響スタッフ。
葬祭部門・・・心からやすらぐサービスで静かなる時をお手伝いいたします。式担当、司会、奏者、式典アシスタ
ント、インフォメーション、ラウンジスタッフ、献茶、清掃、火葬受け、霊柩車運転手。

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）
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２００８年５月度交流成果
331件　66,015,235円

累計件数　　　　　　１4、001件
累計金額　　５７億9，102万円

一般メンバーやゲストの申込は早めにお願いいたします。
当日急に参加されますと受付が混乱いたします。定例会
のスタートが遅くなり皆さんに迷惑が掛かります。

　　　　「第６回ＦＢＫゴルフコンペ開催」
　５月２８日(水)ブリヂストンカントリー倶楽部コースにて
３５名の参加を得て開催いたしました。ソフトバンクテレ
コムの成富さんが見事な成績で優勝されました。チャリ
ティの収入を介護福祉分科会を通し、日本赤十字社宛
「四川省大地震」「ミャンマーサイクロン」それぞれに各
１万円を寄付させていただきました。
次回は１０月～１１月に予定しています。多くの方の参
加お願いいたします。

「九重町の町興し、村興し」第３弾　企画

■「九重町温泉旅館組合女将さん達との意見交流会」の開催案内
日時　　　　　７月１８日(金）
時間　　　　　未定　　但し昼間に開催
場所　　　　　九重町　泉水コミュニティーセンター
参加予定者　　九重側は女将さん約４０名参加予定
＊温泉旅館に対してビジネスの接点拡大を希望する会員は積極的に
　ご参加ください。
（たとえば：ユニフォーム、従業員教育、建物改築、リフォーム、看板、印刷、
旅行植木、食材供給、情報通信、ごみリサイクル、各種ギフト商品などなど。）

■「九重飯田高原デザイン会議との意見交流会」
日時　　　　　７月１８日(金）
時間　　　　　１９時から　オールナイト
場所　　　　　九重町　泉水コミュニティーセンター
会費　　　　　約６、０００円
夕食　　　　　野外でのバーベキューパーテイー
宿泊　　　　　九重町営コミュニティーセンターの２階大広間で仮眠
参加予定者　　九重側は約３０名位参加予定町の幹部・実力者が出席。
　　　　　　　　　(昼間の女将さんとは違うメンバー）

ゴルフ愛好会

九重の星空のもとで、楽しく
交流するため、多数の会員
の皆様の参加をお待ちして
います。

■「九重飯田高原ナイトハイ
ク」・・・ウォーキングです。
日時：８月２日(土）
　　　　１５時集合～
　　　　　３日(日）８時頃解散
場所：九重飯田高原一帯
集合場所：九重　泉水コミュニ
　　　　　　　ティーセンター

第６０回（０８年６月度）月例会
担当：広報委員会

懇親会で商談会の延長戦

１０月より始まるキャンペーン
の説明は山田さんより

「企業お見合い大会」熱心に自社のＰＲを行い商談のスタートに

(株)テクニカルライト

人にやさしい環境
洗剤取り扱いはじ
めました

お見合い組み合わせ

会員企業ＰＲ新

ＫＫＲホテル博多のご挨拶

中国ビジネス研修旅行
に参加しませんか！

　福岡ビジネス協議会の
交流成果も、日を増すごと
に上がってきている中、更
なるビジネスチャンスを広
げる場としての「企業お見
合い大会」も７回目を開催
いたしました。
ここ数年で会員企業も増
加しており、新たなビジネ
スチャンスを掴む場として
活用していただき、今後
更なる発展を遂げていき
たいと思います。
　　　　　　　　広報委員長
　　　　　　　　　　　中島

　物流分科会ではアンケートを継
続的に行っています。
物を送る、受け取る、これも物流
です。「物流」は身近なところにあ
ります。
気になっていること、どうにかし
たいことありませんか？
　　　　　　　物流分科会事務局


