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財 務委員会

第一号議案

早期の活動内容の検討と、余裕のあるアンケート回収・回答率向
上による
　各委員会活動計画への情報提供
・2010年4月　「FBK活動充実アンケート」を実施
・2010年6月　世話人会への「アンケート結果報告」
　　※各委員会の21年度の活動計画策定の参考・資料として提出
　　※７月の「月例会-総務委員会当番」の準備
・アンケート結果報告（案）の確認と世話人会での承認
・2010年7月　「７月度　月例会」の企画・運営

第７５回 (12月度) 月例会事前打合せ及び実施
　　・士業並びに講演抽出
　　・士業ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄｾﾐﾅｰ
　　・講演会
　　・KBCラジオ・・・寄贈での打合せ
福岡ﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会の財務での今後の運営について
　　・年 3回会合計画

1.開催月の変更
　※１０年２月から　１０年６月に変更　　（他の委員会からの要望）
２．ゲスト同伴大会の年度２回の開催
　※１０月、事業推進拡販委員会による「ゲスト同伴イベント」を
　　開催して会員増を図っていく。
３．入会説明会の開催
　※毎月の月例会開催時に「入会説明会」を開催し、新会員
　　拡大と理解促進を図る。

●会員企業の月例会参加率アップへの対策（未参加企
業を1社でも減らす）
　　2008年に引き続き表彰制度[皆勤賞]
●退会企業を減らす
　　（特に新規会員は、ビジネスチャンスを待っている）
●月例会のやり方
●11月度の月例会当番 （ブースお見合大会）

１．「２月度月例会および企業お見合い大会」の開催
　・２００８年度は、１１月と６月に組織充実委員会の
　　「ブースお見合い大会」と共同開催したが、２００９年
　　度は、原点に戻り２月に広報委員会単独での「企業
　　お見合い大会」を開催。
２．写真入り会員名簿の改定版（2009年9月版）作成・
　　配布準備
３．「入会のご案内」パンフレットの改訂版作成

１．ＷＥＢ内容の充実と活用
　　　●企業検索、商品検索データ登録の充実
　　　●メールマガジンの継続発行、内容の充実
　　　●インターネット分科会との連携
２．月例会（2010年3月度）の運営

１．第７回よか値マル得キャンペーンの実施運営。
　・前回から内容変更を踏まえ　より実効性のあるキャンペーンの
　　企画/実施。
　・より活発な交流をはかるため、相互訪問の予定/成果報告をして
　　頂きます。
   ・入会３年以内の企業様には、希望に応じて訪問支援をおこない
　　ます。
　・実施期間を１０月、１１月、１２月の３ヶ月とする。
２．交流成果の拡大。【目標】件数月当り３３０件、年間４０００件。
　　年間金額１１億円。
３．ＦＢＫ合同企業展示会の検討。
　・２０１１年度か２０１２年度に開催できないかを検討。

1．1月度月例会、講演会の開催
　・キャンペーン大抽選会
2．産学連携、地方公共団体との連携・共同事業検討
3．新規分科会の創設（現状の分科会も見直し）

・企業見学会により、新たなビジネスの接点の検討や連携を生み出す
場としたい。
・会員企業見学会（会員アンケートにより候補地を決める）
・見学可能な企業及び施設をリスト化し、会員の希望を勘案し実施。
・候補地は会員企業を優先とするが、非会員企業への見学会も検討。
・多くの会員が参加し易い環境を作る為、08年同様午後からの
　スタートも見学会の選択肢として検討する。
・月例会時実施　講演会等（会員企業の経営者などからの成功
　事例等をテーマとする）

１．月例会の実施
　　月例会では会員相互のより一層の交流を深める為に懇親会にて
　　ゲーム等を計画
　　休日に行えるイベントを模索していきます
２．ゴルフコンペの実施
　　年間２回の開催を計画
　　月例会とは違った、会員相互の親睦を深める
３．会員特典の充実
　　定期的に、各会員会社の特典を募集し、掲載します

会員の拡大・・３００社突破！を当面の目標 　会員拡大はビジネスチャンスの拡
大→新規入会０９年度５０社目標
2009年度会員間交流成果・・・前年度目標に再チャレンジ 　月間３３０件（年間
4000件１1億円目標） 　小さな取引の積み上げで強固な信頼関係を築く
09/10月～１２月「第7回よか値マル得キャンペーン」 　相互訪問強化によりビジ
ネスチャンスを生み出す
産学官連携を強力に推進･･･九重町との連携を更に強化！
目的別分科会を更に充実･･･質と数の両面を伸ばす！
ＦＢＫホームページの更なる拡充に取り組む

会則変更

第一章  総      則
 第一条（名    称）
  本会は福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）と称する。第二条（事務局）
  １．本会事務局は福岡市博多区東光2-7-25　に置く。
  ２．株式会社損害保険ジャパンと日産キャリアサービス株式会社
　　　　　　　が事務局世話人として事務局を担当する。

第一章  総      則
 第一条（名    称）
  本会は福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）と称する。 第二条（事務局）
  １．本会事務局は福岡市博多区東光2-7-25　に置く。
  ２．株式会社損害保険ジャパンが事務局世話人として
　　　　　事務局を担当する。（日産キャリアサービスを削除）

会則追加

第六章  世話人会
　 第十八条（世話人会）
 　　　　　　　・以下省略
第七章  委　員　会　　・・・・・第八章
へ変更
　　第十九条（委 員 会）　・・・・・第二
十条へ変更　　（以下、すべて繰下
げ）
 　　　　　・以下省略

第七章  幹　事　会
　　　　　　第十九条（幹 事 会）
1.幹事会は代表世話人、副代表世話人、事務局世話人、事務局で構成する。
2.幹事会は代表世話人が必要と認めた時に召集する。
3.幹事会は世話人会へ提出する議案の作成、世話人会から委託された事案
　を遂行する。
4.幹事会の議決要件としては、幹事会総数の半数以上の出席（委任状を含む）
　により成立し、出席幹事の過半数でこれを決する。

条文追加

総務委員会
京王プラザホテ
ル　亀石さん

財務委員会
コカ・コーラウエ
スト　森友さん

組織拡大委員会
九州日立情報ｼｽ
ﾃﾑｽﾞ　江頭さん

ＷＥＢ委員会
ドコモアイ九州
中平さん

事業推進拡販委
員会
ダイワス
　森重さん

厚生事業委員会
ミリオン
　秋本さん

組織充実委員会
福岡西鉄タク
シー　古賀さん

第７回福岡ビジネス協議会総会
　
　　　　　　　開催会場：ソラリア西鉄ホテル
　　　　　　　開催日時：２００９年９月１０日(木）　１６時～

４２号-１

第７回　福岡ビジネス協議会定期総会式次
第
第１部　総会
　　　　1.開会の辞
　　　　2.代表世話人挨拶
　　　　3.来賓紹介とご挨拶
　　　　4.祝電披露
　　　　5.議事
第２部　　定期総会特別講演会
第３部　　定期総会懇親交流会

第二号議案

第三号議案

第四号議案

第五号議案

２００８年度活動報告並びに２００９年度活動計画

九州経済産業局
　課長　　松谷昭一様

来賓代表ご挨拶

２００８年度決算報告と監査報告

２００９年度予算案

会則変更審議

第一号議案・第三
号議案の提案　財
務委員長の中野
さん

2008年度の決算の
監査報告　江頭さん

決算内容を証憑書類も含め厳格に監査した結果、正しく処理が
なされており決算内容も相違ない事を確認。承認。

2009年度「福岡ビジネス協議会」予算(案)により説明。
《審議》第二号議案、第三号議案共拍手多数により異議なし。承
認。

役員体制審議（新世話人）

新しく皆様のお世話をいただく方々ですよ。ろしくお
願いいたします。

各委員会を代表
して上野総務委
員長より提案がさ
れました。

総合司会の羽田野さん

議長は代表世話人の
石川さん

開会の辞は山田さん

総会進行と第五号議案
提案の原田さん

総会書記は迫田さん
閉会の辞は竹田さん

（２００８年度活動報告は月刊ＦＢＫ４１号を参照してください）

新メンバーの皆さん

福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）は，福岡を中心に企業活動されている会員の皆様の、事業
拡大に資することを第一の目的として平成14年8月に創立されました。
　創立以降7年に渡る活動は、ＦＢＫの活動方針である「会員による自主運営」「ゆるぎな
い人間関係の創造」を力強く実践してきたことにより、事業拡大に繋がった交流成果が数
多く報告されています。

　このようにすばらしい交流成果を残し7周年を迎えることが出来ますのも、ひとえにＦＢＫの活動方針にご賛同いただ
き、活発に活動されている会員の皆様のご努力と、業務多忙の中、本会の運営・発展にご尽力頂いている世話人の
方々のご協力、ならびに福岡県・福岡市・福岡経済界の方々のご指導・ご支援のおかげです。心より感謝し厚く御礼申
し上げます。
　さて、この1年を振り返ってみますと、全会員を対象とした「活動充実アンケート」の実施・分析により、会員の皆様の
要望にお応えすべく行動してまいりました。具体的には組織充実と活性化のために会員の所属委員会のシャッフルや
ホームページの改良・メールマガジンの発行開始等をおこない、会員の皆様にご満足をいただきました。
　具体的活動としては、毎月の「月例会」に加え、「企業お見合い大会とブースお見合い大会の合同開催」、「会員企業
見学会」ではＪＲ新幹線基地、福岡女子商業高等学校、福岡ヤフージャパンドームを訪問し、ビジネス実務に沿った見
学を実践しました。
さらに、昨今の健康志向をうけてのブックスクリニックの藤野先生によるメタボ防止講演や現在九州で最も活力のあるＪ
Ｒ九州の馬場取締役による「生まれ変わる博多駅」講演で会員の皆様のご要望にお応えしました。
　また、産官学連携の一環として推進してまいりました九重町「九重“夢”創造塾」とのビジネス接点の模索は双方の組
織において、活動目的ごとに4チームを編成し、実践体制を整えました。今後のご活躍を期待します。
　2009年の日本経済はアメリカの金融危機により大打撃を受けましたが、我々ＦＢＫは創意工夫により、ビジネスの創
造と接点拡大でこの難局を乗り切ってまいります。
　会員の皆様におかれましては、今後尚一層のご奮闘を祈念し、ご挨拶とさせて頂きます。



　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年9月吉日
福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）会員様　各位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業推進拡販委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　瀧口保浩
　　　　　　　　　　　　　　第７２回（０９年１０月度）月例会のご案内
　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。１０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。
１０月の月例会は、ＦＢＫ会員企業の「Ｒｉｔｚ５（リッツ５）」にて開催致します。
当月は、よか値マル得キャンペーンの決起大会　ならびに　ゲスト同伴大会です。
ＦＢＫ参加希望のゲストの方をご同伴の上、多数の出席お願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
■日時：１０月８日（木）　17:00～
（入会説明会は、15:30～16:30）
Ｒｉｔｚ５　２階にて説明会の会場を準備致しております。
■場所：Ｒｉｔｚ５
福岡市博多区美野島１丁目１番１号
ＴＥＬ：０９２－４７２－１１２２
■議事
◇定例会
　・ゲスト大会に向けＦＢＫの説明
　・キャンペーン協賛企業ＰＲ　(一括紹介)
　・新入会員企業ＰＲ（５分／社・・max４社）
　・緊急提案（２分／社・・max５社）
　・各委員会、分科会からの連絡
　・次回月例会の案内
　・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
・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！
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・アデコ株式会社

アデコは人材派遣、紹介予定派遣、人材紹介、アウトソーシング、キャリアマネージメントなどのサービスを提供しています。またオフィスだけでなく、
セールス、ＩＴ，エンジニア、インダストリー、リテールなど多様なビジネス領域に対応し、さまざまな角度からご要望にお応えします。
トータルな人材サービスで皆様の課題解決をサポートします。

今年度の最初の実績ですが目標を下回っています！

事業推進拡販委員会より

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）
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２００9年８月度交流成果
１８８件　58,324,405円

累計件数　　　　　　１７、９４１件
累計金額　　６７億８，５３０万円

担当委員会

場所（候補） メインテーマ 入会説明会 セミナー 企業ＰＲ ビジネス交流

2009年9月10日 (木)
全員

（ソラリア西鉄ホテル）

2009年10月8日 (木)
事業推進拡販委員会

（リッツファイブ）
キャンペーン決起大会
ゲスト同伴大会（各社原則１名ゲスト同伴）

入会説明会
15：30～16：30

緊急提案
新入会員
ＰＲ

分散会ゲスト大会

2009年11月12日 (木)
組織充実委員会
（リッツファイブ）

全社ブースお見合大会
入会説明会
15：30～16：30

緊急提案
新入会員
ＰＲ

ブースお見合大会

2009年12月10日 (木)
財務委員会

（ＫＫＲホテル）
キャンペーン進行状況
忘年会を兼ねた懇親会

入会説明会
15：30～16：30

士業ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄｾﾐﾅｰ
緊急提案・
企業ＰＲ
新入会員

分散会

2010年1月14日 (木)
事業推進企画委員会

（KKRホテル）
新春賀詞交歓会・講演会
キャンペーン最終結果報告、大抽選会

入会説明会
15：30～16：30

緊急提案
新入会員
ＰＲ

分散会

2010年2月18日
第３
（木）

広報委員会
（KKRホテル）

企業お見合い大会
入会説明会
15：30～16：30

緊急提案
新入会員
ＰＲ

企業お見合大会

2010年3月11日 (木)
ＷＥＢ委員会

（リッツファイブ）
定例会 入会説明会

15：30～16：30

緊急提案・
企業ＰＲ
新入会員

分散会

2010年4月8日 (木)
厚生事業委員会

（サンパレス）
定例会 入会説明会

15：30～16：30
士業ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄｾﾐﾅｰ

緊急提案・
企業ＰＲ
新入会員

分散会

2010年5月20日
第３
（木）

研修委員会
会員企業見学会

緊急提案
新入会員
ＰＲ

（アンケート実施）

2010年6月10日 (木)
組織拡大委員会
（リッツファイブ）

ゲスト同伴大会
（各社原則１名ゲスト同伴）

入会説明会
15：30～16：30

士業ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄｾﾐﾅｰ
緊急提案・
企業ＰＲ
新入会員

分散会ゲスト大会

2010年7月8日 (木)
総務委員会

（ソラリア西鉄ホテル）
プレ総会（アンケート分析結果・活動報告・活動
計画検討）

入会説明会
15：30～16：30

緊急提案
新入会員
ＰＲ

分散会

2010年8月

2010年9月9日 (木)
全員

（ソラリア西鉄ホテル）
◎第８回定期総会・講演会
　　表彰式（皆勤賞・会員推薦貢献者）

開催日

夏休み（世話人会のみ第一木曜日開催）

内容

◎第７回定期総会・講演会
　　表彰式（皆勤賞・会員推薦貢献者）

FBK月例会　皆勤賞表彰・FBK会員推薦優秀賞表彰

月例会出席皆勤賞

株式会社エクセニシムラ 株式会社正興商会 株式会社博巧印刷
株式会社落合天弘堂 株式会社ダイワス 日立キャピタルオートリース株式会社
株式会社九州日立情報システムズ 株式会社チヨダ 福岡西鉄タクシー株式会社
株式会社九州日立ソリューションズ 株式会社テクニカルライト 福岡日産自動車株式会社
株式会社九電ビジネスフロント ドコモアイ九州株式会社 福太郎天神テルラ株式会社
コカ・コーラウエスト株式会社 西鉄運輸株式会社 宗像グリーン株式会社
西部ガス情報システム株式会社 日産フリート株式会社 株式会社山口油屋福太郎
サッポロビール株式会社 株式会社ネオ倶楽部 株式会社渡辺藤吉本店
株式会社サニクリーン九州 株式会社博運社

４２号-２

■ＦＢＫサイトを活用し会員相互間の
　ビジネス拡大をサポート。
■ＦＢＫサイトを活用し月例会運営を
　サポート。（議事録・写真集等）
■ＦＢＫサイトの操作性・充実を図る。
■キャンペーン時の拡販支援
■会員情報の提供
今後の活動予定
（１）ＴＯＰページのリニューアル。
　　※デザイン公募中
　　　９月末締切、１０月決定、１１月公開
（２）会員企業情報のダウンロード機能の追加
（３）掲示板での画像ファイルアップロード
（４）事務局からのお知らせ掲示板
（５）正副メンバーによる自社メンバーの確認とメンバ
　　ー状況の事務局へのメール連絡機能の追加

■ボランティア活動、募金活動の推進
　成果：９５，５３７円⇒累計（１８件）１，０１４，０１７円
■福太郎祭りにてチャリティバザーを開催
■ＦＢＫゴルフ愛好会の皆さんから２回にわたり寄贈
■社会支援活動への参加
 　成果：寄贈３５,000円→累計（９件）８５８，７５５円
 　①福岡市障がい者美術展に協賛（５，０００円）
　 ②KBC『とおりゃんせ基金』に寄贈（３０，０００円）
 　③古切手、プリペイドカードの収集並びに寄贈
■分科会メンバーや外部講師による研修会の開催
 　①会員企業の事業紹介や介護福祉に関する
　　　勉強会の実施
■今年度は、福岡県庁職員による講座を実施
　テーマ；
　　ＮＰＯ・ボランティア団体との
　　協働
　　福祉のまちづくり）

産・学・官連携による九重町町内
関係団体や各企業との「九重町
の町おこしと地域活性化」活動
でビジネス接点の拡大を模索
九重町では任意団体
「九重“夢”創造塾」が設立された。
◆設立目的　FBKとの受皿窓口として←民間で出来
る事は民間で
「トキ」に関し、今まで民間ベースで中国と交流
（学）がお手伝い（FBK会員）
　九州大学アジア総合政策センター　国吉澄夫教授
　　　　九重町が中国陝西省と交流
■九重町企業と連携し、日本食品（株）が「やまなみ
牧場」 ブランドでウインナー等の商品販売、夢大吊橋
売店で 「ポーク味噌漬け・醤油漬け」を開発・販売
■フォセットが九重町と夢大吊橋での 結婚式に関し、
業務提携
■（株）エクセニシムラが九重町内企業から、パレット
の部材に 使用する目的で間伐材を購入（年間で約
720万円）
◆2009年度は九重町の目標である「日本一の田舎づ
くり」に向け創造塾と連携し、個別案件の検討を行い
ます。

■ＦＢＫ士業メンバーの知識やノウハウを ＦＢＫメン
バーに少しでも役立てること。将来は共同で大型案
件に取り組める 体制を作ること
■ワンポイントミニセミナーの実施
◇これからの不動産市場の方向性
　　　　添野不動産鑑定士
◇裁判員制度への対応について
　　　　堀弁護士
◇住居用不動産にかかる税制改正
　　　　松井税理士
定例会の開催 ４～５回の定例会を開催
ワンポイントミニセミナーの開催 月例会で１５分程の
ミニセミナーを企画 その月の当番が自分の専門分
野で会員の役に立つセミナーを開催する ２００９度
は３回（12月、２月、4月）のセミナーを開催予定
専門知識による必要なアドバイス
ＦＢＫ会員企業およびその
社員からの要請により専門知識
による必要なアドバイス

今後、自分の会社やＦＢＫを担っていく
若手会員の情報交換と自己研鑚の場の創造
■今年度は合計４回の講演会を実施。
■泊り込み研修として九重町との交流会が実現。
  【活動計画】200９年度は４回の講演会を予定
 ○ 『ＦＢＫ会員企業様による講演会』
 ○ 『日本史について』
 ○ 『陸上自衛隊隊第四後方支援連隊 連隊長』
 ○ 『セキュリティに関する講演会』
■その他、上司同伴会やアビスパ福岡様応援
ツアーなどの企画も計画しております

■物流分野で活躍する会員各社が集まって物流システムのソリューションを
　 　　提供することにより、会員各社物流レベルのアップとビジネス拡大に寄
与する。
■物流改善の必要性を感じている会員の参加を得て、物流の悩み、現状分
析構造分析、コスト分析、改善策の提案と実行を実施し、会員のビジネス拡大
に繋げる。
１．年12回の月次定例会の開催
２．新規会員の募集　⇒　１社：㈱三友アンブレラ
３．ＦＢＫ月例会において毎回、
　　『会員企業内の物流現場における諸問題』
　　についてのアンケートを配布・回収
　　　⇒　３社より相談依頼あり
４．物流分科会　会員間のビジネス交流
　　　⇒　成果：受注売上額　９，６１４千円
０９年度
■年１０回の定例会を開催（１，８月は休会）
■物流に関する話題に限定せず、幅広く情報交換の場にする。
■物流に関する悩みを感じている会員企業の出席を促し、意見交換する。
■物流現場の見学会
  ・様々な業種の倉庫業務、搬出業務等の現場見学を企画する。
■悩みの発掘と改善
　・ＦＢＫ会員企業における『物流現場の悩み』をアンケート・訪問等で
　　広く集め、そこにある悩みを明らかにし改善・改良の方法等を
　　提供する。

○メンバーが相互にスキルアップを目指し、各企業及びFBKの発展に貢献する
○各企業がそれぞれ自己紹介企業PRを行い、今後の運営や問題解決に向け
て討議し、互いの企業内容を理解すると共に交流を深める
０８年度の活動
　　・ブライダルハザマ様による　　～ブライダル衣装試着会～
　　・エコへの取り組みについて　　～ボトルキャップを集めよう～
　　・カラーコーディネート　　・朗読　　・和食のマナーについて
　　・現役銀行員から学ぶキャリアアップの志
　　・裁判員制度について　　・アクセスを学ぼう　　・エコキャップ贈呈
０９年度計画
　　講話企画　～乳がんについて～
　　企業様とのコラボレーション企画①
　　他分科会との交流企画　～ヌーボの会でワインを学ぶ～
　　新年会企画　～食事のマナーを学ぶ～
　　試着会企画　～ブライダル衣装～
　　実践企画　　～メイクアップ講座～
■企業様とのコラボレーション企画
　　女性ならでは視点で・・
　◇FWFと一緒に新たな企画を考えたい！
　　　女性用スーツを企画したい！
　　　女性好みの旅行を企画したい！
　　　女性用イベントを企画したい！
　◇FWFにまだ未発売の商品をリサーチ欲しい！！
　　　試作段階のスイーツを試食して欲しい
　　　新商品にキャッチコピーをつけて欲しい！

インターネット分科会

士業ビジネス分科会

国際ビジネス分科会

若手分科会

介護・福祉分科会

不動産ビジネス分科会

ニュービジネス分科会

物流分科会 福岡WOMEN’S FORUM

●不動産を主としたＢtoＢ、ＢtoＣのビジネスマッチ。

●ＦＢＫに企業の国際化と海外ビジネスチャンスの獲得に向け
た体制を作ります。

第二部定期総会講演会
演題　　「人・企業・地域が元気になるバリューアップ戦略」
　　　　　　（農商工連携の地域かっせいかの方策について）

講師　　イデアパートナーズ株式会社　代表取締役　井出修身氏

新規会員推薦賞

川邊事務所 ㈱テクニカルライ
ト

(有)ミリオン

　０９年度主な活動内容

月例会出席皆勤
賞は皆様を代表
して渡辺藤吉本
店の堀越さんへ

第三部懇親交流会

上記２分科会は現在休眠中ですが再開検討中です！

九重町より来賓
として永尾副町
長に来ていただ
きご挨拶と獅子
舞の紹介をして
いただきました。
菅原道真公を守
る伝統の舞とし
て福岡とつなが
りがあるとは再
発見でした。

乾杯のご発生は秋本さん
交流会司会の内田さん・下
田代さんで終始和やかに
行われました

今回の総会中に「中国四川省の幼稚園」の再建に向けた義援金募金を
介護福祉分科会で行い、皆様より８０、３２３円をいただきました。石川代
表世話人へ託し寄贈されます。
交流会では来賓やゲスト・会員同士の交流が盛んに行われました。
(左）大塚介護・福祉分科会座長より石川代表世話人へ
（右）中締めの古川さん、祝い芽出度３番の三宅さん・渡邊さん・中野さん

講演のポイント
●モチベーションと自分の価値を見直す
●事件は現場で起こっている！？
　　～現場力のある組織と人財がまちづくりの源
●地域ブランド（買いたい、行きたい、住みたい価値創出）への
　　取り組み方
●農商工観光の連携による滞在型観光の可能性

『住民・ＮＰＯ連携のまちづくり』『地域
再生』『集客・交流サービスのマーケッ
ティング』のスペシャリスト
九州で新しい価値転換・創出の場づく
り・人材育成の場「イデア塾」を主宰。


