
福商ビジネス倶楽部は、福岡商工会議所会員の若手経営者、後継者、
事業所勤務者、起業志望者など幅広いビジネスパーソンを対象とした、メ
ンバーシップ制の交流会です。ビジネスにおいて重要な人脈形成を最大の
目的として、平成16年に創設しました。
若手ビジネスパーソンがネットワークづくりと自己研鑽のために、月に1

度の例会を通して活動しています。

■  福商ビジネス倶楽部とは

今年度開催した例会の一部をご紹介します。

■  主な活動内容

福商ビジネス倶楽部では新規会員を随時募集しています。
入会前に例会を見学してみたい方は、ゲストとして参加可能です。
お気軽に事務局までお問い合わせください。

■  新規会員募集！

令和2年度代表幹事からのメッセージ

今後の例会の予定：3月例会

福商ビジネス俱楽部
（ビジクラ）の令和2年
度のスローガンはFIT
（Fukuoka Innovation 
Team）です。新型コロ
ナウイルスの感染拡大
で大きく変わる世の中
で時代に合わせ成長し
ていくために、ビジク
ラも挑戦していくという
決意表明でもあります。
ビジクラでは毎月の例会で起業家の経験談や

専門家による起業支援の話、ビジネスマッチング
など様々なビジネスの場を提供しています。私自
身、独立した時はゼロからのスタートでしたが、
ビジクラで多くの仲間ができ、仕事の相談やコラ
ボレーションができるようになり仕事の幅が広が
りました。ビジクラで一緒に福岡の経済を盛り上
げていきましょう！

令和2年度スローガン：「FIT」
（Fukuoka Innovation Team）

ビジネスに重要な人脈
形成、ネットワークづく
りの場を提供

当倶楽部のSNSやメー
ルマガジンで商品や
サービスのPRが可能

幅広いテーマについて
セミナーやグループ
ワークでスキルアップ

コロナ禍での成功事例の発
表会をオンライン・オフライン
形式で同時開催いたしました。
コロナ禍での新しい取り組みや、
売り上げ増加の手法、オンライ
ン営業に転換したメリットなど
について発表が行われました。

参加者の声／コロナ禍をどのように乗り越えている
のか情報共有を行うことが出来て刺激になりました。

株式会社Regnio（リグニ
オ）代表 CEO＆CTO中野雅俊
様による講演会を開催いたしま
した。起業を通して学んだこと
や5G、AI 等の最新テクノロ
ジーについてお話しいただきま
した。

参加者の声／テクノロジーの本質を垣間見れて興味
深かったです。

～グループワークを通して自己理解を深めましょう～
多くの人が就職活動の際に「自己分析」をしたのではな
いでしょうか？きっと、誰もが一度は考えたことがある
“自分にとって大事なこと（価値観）”、“得意なこと（才
能）”、“好きなこと（情熱）”。本例会では、八木仁平著
『世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方』を用いて、
“得意なこと（才能）”の自己理解を深め、自分のトリセツ
を作成するグループワークを行います。

日時／3月22日（月）18:30～20:00（18:15入室開始）
開催方法／オンライン（Zoom）
参加費／無料
定員／30名
申込締切／3月16日（火）17:00

●入会資格
福岡商工会議所会員で、20歳以上45歳以下のビジネスパーソン
（企業の経営者、後継者、企業にお勤めの方、起業志望の方など）であり、
倶楽部のメンバーとしてふさわしい方。
※46歳以上の方も賛助会員としてご入会が可能です。

●年会費　10,000円
※必要に応じ、実費負担をお願いすることがございます。

お問い合わせ／産業振興部  産業振興グループ  福商ビジネス倶楽部事務局　TEL 092-441-1119
E-mail：infobc@fukunet.or.jp

福商ビジネス倶楽部
～福岡商工会議所の若手ビジネスパーソン交流会～

特 集 2
出会いが、
チャンスに

SNSで例会などの情報を発信しています！
ぜひフォローしてください！

淵上洋平代表幹事
（ちとせ労務管理事務所）

異業種交流

ビジネス
チャンスの創出自己研鑽

【実際の会員間のビジネス事例】
土地の売買に伴う所有権移転登記を、司法書士の本
田様にお願いいたしました。
日頃からビジネス倶楽部で交流していたからこそ、少
し難しい案件も安心してお任せすることが出来ました。
売主様にも、買主様にも喜んでいただけて嬉しい限
りです。

司法書士 本田様 不動産業 宮本様

11月
例会 テーマ：コロナは向かい風か？ 追い風か？ 1月

例会 テーマ：テクノロジーから見る世界

自分の「取扱説明書（トリセツ）、持っていますか？」

【参考図書】
世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方
著者／八木　仁平：株式会社Meee代表
取締役 高知県生まれ
早稲田大学卒業後すぐに独立したものの、
お金以外の働く目的を失ってうつ状態に陥
る。
本当にやりたいことを見つけるため、独自
の「自己理解」に取り組む。
その手法を発信し始めたところ、ブログの
閲覧数は累計2600万を突破する。
Twitterフォロワー数は24,000人を超え
ている。

3月例会のお申込みはこちらから
入会前にゲストとしての参加が可能です。

福商ビジネス倶楽部はこんな方にオススメ！

①本業以外でも、知らない業種の人の話
　を聞いて、刺激やヒントにしたい方

②幅広い業界に人脈を
　作りたい方

③得意なことや知識を交換し、ビジネ
　スパーソンとして幅を広げたい方

毎月開催! オンラインにも対応! 総会員数146名 ※令和3年2月10日現在

ご入会のお申し込みはこちらから
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