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☆新会員のご紹介 １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。

第3６号

３月月例会で交流成果事例発表をしていただきました

　２月度実績：46、505千円（209件）日数が少なかった分かなり低調な実績に終わりました。３月はほ
とんどの会員企業は決算期を向かえます。まずは行動あるのみ頑張りましょう。月例会では交流事
例の発表を行っていただきました。
ダイワス（森重さん）のエアコンクリーニングの施工を福岡電装（太田さん）の社内機器へ行って、衛
生面でも大幅な改善ができたことの報告をいただきました。

総合司会の大塚さん

世話人代表挨拶の石川さん
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・シダックス・コミュニテイ株式会社

　福岡県内に15店舗の「レストラン・カラオケ」を展開。カラオケはもちろん、親会社が給食事業を営んでいる強みを活かし
「美味しい・健康にいいお食事」も提供しております。
我々が皆様のお役に立てる事は、皆様の職場で行われる各種ご宴会（忘・新年会、歓送迎会、謝恩会etc）のサポートで
す。お一人様3,000円～のコースもご準備しておりますが、皆様のご希望に応じたプラン設定も行っております。（是非、お
気軽にご相談下さい）
　その他にも、最大40名様収容可能なパーティールーム、ご接待でも使用できる豪華スペシャルルーム、そしてお子様連
れでも利用頂ける「大きなキッズルーム」など様々な施設をご準備しております。是非ともカラオケに行かれる際は、シダッ
クスをご利用下さい。

緊急提案

新会員の紹介

　0９年３月度月例会
　　　　（ゲスト同伴大会）

担当：ＷＥＢ委員会　　開催会場：福岡サンパレス

開催日時：2009年３月１２日（木）
第６７回

テーブルごとに自社ＰＲ

・アラヤ株式会社

１．世界40カ国以上の翻訳／校正ができます。
２．技術翻訳と製品マニュアル翻訳（電化製品／電子機器／工作機械／印刷機／コンピュータ関係／自動車／鉄道／
バイオテクノロジー等）やソフトウェア／ユーザーインターフェイス（OSD/UI）のローカライズ（多言語展開）やビジネス翻
訳（プレスリリース／IR／ホームページ等）や国際機関・官公庁関係（金融・経済等）やその他、学術論文などに幅広く対
応可能です。
３．大容量・短納期に対応可能です。（TMサーバー／翻訳支援サーバーの活用）TMサーバーは、取扱説明書など繰り
返し表現の多いドキュメントおよび短納期のドキュメントに有効です。
４．第一線で活躍するコピーライター／デザイナー／映像クリエーターとの協力により、ブランドイメージを高めたパンフ
レット／カタログ／ホームページ／DVDビデオ等も作成しています。新製品などにインパクトのある商品名ネーミングの
ご提案もいたします。

福岡サンパレスご挨拶

　不況の中ほとんどの会員企業の皆様は３月が年度末を迎えられると思いますが、あと半月最
後の追い込みには是非ＦＢＫ会員との交流を活発にし、有効活用をしてください。

（株）日比谷花壇　藤本さん

当番のＷＥＢ委員会の皆さん

(株）メディアボックス　藤久保さん

日野出(株）　平原さん

新
会
員
企
業
Ｐ
Ｒ (株）トランスコスモス　仲さん

(株）ジャパンエニックス　三好さん (株）パソナ福岡　相山さん

今月は３社のＰＲを
していただきました。

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）
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2009

2009年3月吉日
福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）会員様　各位

厚生事業委員会　
委員長　迫田哲朗

　日頃よりＦＢＫの発展にご協力いただき、誠に有難うございます。
４月の月例会を、下記の通り開催致しますので、ご案内申し上げます。
ＦＢＫ会員企業の「福岡サンパレス」で行います。
当月は、厚生事業委員会で実施いたします。多数の出席お願いいたします。

記

■日時：４月９日（木）　17:00～
（入会説明会は、15:30～16:30）
月例会同会場に説明会の会場を準備致しております。

■場所：福岡サンパレス
福岡市博多区築港本町2-1
ＴＥＬ：092-263-5774

■議事
◇定例会
17:00～17:05 世話人代表挨拶

福岡サンパレス様挨拶
17:05～18:10 ・新メンバー、ゲストの紹介

・交流成果発表
・新会員企業ＰＲ（５分以内／社・・max５社）
・企業ＰＲ（10分／社・・２社）
・緊急提案（２分／社・・max５社）
・士業ワンポイントセミナー（松井税理士）
・各委員会、分科会からの連絡
・次回月例会の案内　＜研修委員会＞
18:10～18:50・分散会
（「自己紹介メモ」及び「自社ＰＲ資料」をご持参ください）

◇交流会
19:00～20:30

・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！
※今回は交流会でゲームを考えております、お楽しみに！

■確認事項
①出欠は３月３１日（火）までにＦＢＫサイトからご入力ください。
（最近入力が遅れがちです。交流会手配の都合もございますので、
ご協力宜しくお願いします。）
②緊急提案ご希望の方は、３月３１日（月）までにメールにて事務局へお申込ください。
③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。
④「分散会」を実施致しますので「自己紹介メモ」を各自１０枚程ご持参ください。
⑤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。
（直前のキャンセルは会費を後日請求させていただきます）

以上

第６８回（０９年４月度）月例会のご案内

・九州三井不動産販売株式会社

・日本食品株式会社

・株式会社ジー・イー・エヌ

法人営業部では企業の不動産戦略をワンストップでサポート。豊富なノウハウと競合力で、お客様企業の資産の最大
化を実現します。

・食品製造業（主な取扱い製品：畜肉・畜肉加工品・動植物油脂・油脂加工品）
・畜肉（ホテル・レストラン向け・畜肉販売店向け・他）
・畜肉加工品（ハム・ソーセージ、他）
・動植物油脂（食品加工用原料･・他）
・油脂加工品（馬油・馬油関連商品）
＊福岡の地元企業として、医食同源を基本として、皆様に安心･安全な商品をご提供できるよう、日々研鑽を続けてま
いります。

FAシステムを始めとする各種ソフトウェア開発、業務系アプリケーション開発及び産業ロボット、電気回路の設計開
発、電気、電子、機械に関わる設計開発を行うほか、パッケージソフト「GIMS」も展開しております。

入会後３ヶ月間若葉マークをつけてい
ます。ご指導よろしくお願いたします

交流事例発表士業ワンポイントセミナー

裁判委員制度とは
◎意義
　・刑事裁判に国民から選ばれた裁判員が参加する制度
　・裁判官と一緒になって，被告人が有罪か無罪か，有罪の
　　場合にはどの程度の刑にするかを決める
◎目的
　・司法に対する国民の理解の増進と信頼の向上に資すること
◎対象事件
　・要するに重大事件（死刑・無期懲役・無期禁固にあたる罪など）
◎実施時期
　平成21年5月21日以降に起訴された事件から適用開始
　実際に始まるのは７月ころではないか

裁判員制度に対する企業の対応
　すばる法律事務所　弁護士　堀　孝之

どの程度の時間が掛かるのか
◎手続・公判にかかる時間
　選任手続・公判期日は午前１０時ころ～午後５時
◎法廷で裁判が行われる時間
　裁判所に拘束されるのは１日５～６時間程度
　（打ち合わせや昼食を含む）
◎日当→「報酬」ではなく「損失補償」
　候補者：８０００円以内　裁判員：１万円以内
◎交通費
　支給される
◎裁判所と自宅との行き帰りや，裁判所での職務中に事
　故に遭った場合　国家公務員災害補償法の適用がある

裁判員に選ばれたことを上司に報告すべきか
◎公民権の行使としてであれ，年休の取得であれ，裁判員のために休暇を取ることについて会社に届出を
すべき
・公民権行使の場合には裁判員のためであることを当然届け出ることになる
・年休を取得する場合には，取得目的を必ずしも告げる必要はないが，会社から取得目的を聞いていけな
いわけではない。
裁判員のための年休取得の場合，時季変更権の行使に制限があると解されるので，従業員としても告げた
方がよい。

上司への報告と守秘義務との関係
◎守秘義務の内容
・評議の秘密
　どのような過程を経て結論に達したか
　裁判員や裁判官がどのような意見を述べたか
　評決の際の多数決の数
・裁判員としての職務を行うに際して知った秘密
　被害者など事件関係者のプライバシー裁判員の
名前など
・公開法廷で得られる情報は守秘義務の範囲外
◎公民権行使や年休の請求には，何月何日の何
時から何時まで裁判員としての職務を行う，という
届出で足りるので，守秘義務違反には当たらない

裁判員のための休暇は有給とすべきか
◎公民権行使の場合と年休取得の場合とで違う
　公民権行使の場合→無給でも良い
　年休取得の場合→当然有給となる
　公民権行使によるべきか年休取得によるべきかを会社が強制することはできない
◎有給の場合の裁判所からの日当との調整
　裁判所からの日当は「損失補償」→「二重取り」にはならない
　日当分を休暇手当から差し引いて良いか→必ずしも違法ではないが，扱いは就業規則や
　賃金規定等に規定しておくべき

時季変更権の行使・不利益
◎時刻変更・時季変更権
公民権行使の場合
　　時刻変更は事実上不可能
年休取得の場合
　　時季変更権の行使はできないと解される
◎不利益取扱は許されるか
裁判員法１００条
解雇・降職降格・昇給停止・懲戒処分は禁止される
給与のカットは必ずしも禁止されない
賞与・精皆勤手当・昇給の際の不利益取扱
裁判員としての職務遂行を抑制するような形態の場
合は無効とされる可能性が高い

ＷＥＢの□をクリックしてください詳細が表示されます。
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