
CLOSE UP
福岡商工会議所の動き

※3者包括連携協定とは
　昨年 2月、福岡県商工会議所連合会、 （一社）九州観光推進機構、㈱ぐ
るなびの3者で「地域共同事業に関する包括連携協定」を締結。
　「レストランにおける外国人受入環境づくり」、「外国人に向けた食を通じ
た九州の魅力発信」、「国内外観光客誘致の為の食情報の発信」を連携して
行い、九州の「食」を通じた観光の活性化を図るというもの。

MICE都市「福岡」の魅力
選ばれ続けるために
観光・飲食部会、集客・交流委員会共催

「福岡とMICE～選ばれる都市～」

9.6

当所観光・飲食部会（部会長＝粥川昌洋・㈱極東フーズ
コーポレーション代表取締役社長）と集客・交流委員会

（委員長＝水嶋修三・㈱ホテルオークラ福岡代表取締役社
長）は9月6日、共催講演会「福岡とMICE～選ばれる都市
～」を開催。135名が参加した。

当日は、福岡市MICEアンバサダーの舩山龍二氏を講師
に招き、講演会を実施。舩山氏は、MICE 開催都市「福
岡」の魅力と機能について説明したほか、福岡市における

舩山氏の講演に熱心に耳を傾ける参加者外国人観光客の取り込みについて説明する門田氏

MICE 誘致の現状や今後の展望、MICE 開催都市に選ば
れるためのヒント等について述べた。

採用活動・就職活動全般に亘り
積極的な情報交換が行われた
学校と企業との就職情報交流会

9.7

当所は9月7日、「学校と企業との就職情報交流会」を開
催。福岡市内を中心に関西・中国・九州各県 41校の大学
等の就職課担当職員と、福岡市内を中心とした76 社の採
用担当者が参加した。

本事業は、採用意欲はあるが学生との接点を持つ機会
が少ない中小企業を対象に、学校との人脈拡大や情報交
換の場を提供することを目的とし、今回で8回目。当日は、
前回に引き続き二部構成で実施した。

第一部では、従来の学校着席型の情報交換会を、第二

【第一部】採用活動の現状や求人内容について説明する参加者

部では学校と企業の双方が自由に交流するための立食交流
会を開催。第一部、二部ともに、積極的な情報交流が行
われていた。

異業種企業の広報担当者が集まり、
活発な情報交換を
平成29年度　広報担当者交流会

9.13

当所は9月13日、天神スカイホールにて、平成29年度
広報担当者交流会を開催。57社70名が参加した。

当交流会は、企業イメージの構築やリスクマネジメントな
ど、企業にとって非常に重要な役割を担っている広報業務
を担当する皆様に情報交換や人脈拡大等の機会を提供する
べく今年度新たに企画したもの。

第1部では、明倫国際法律事務所代表弁護士の田中雅
敏氏を講師に迎え、「知らないと怖い、広告・広報の落とし
穴～広告法務とコンプライアンス～」をテーマにセミナーを
開催。続く第2部の交流会では、参加者が積極的に名刺
交換を行い、業務に関する情報交換等を行った。

会場では、参加者同士活発な交流が行われた

参加者からは、「業務に関する他社の取組を聞くことがで
きた」「異業種の企業との情報交換が有意義だった」等の声
が聞かれ、会場は活気にあふれていた。

外国人集客で売上げUPを目指す
インバウンド対策特別セミナー

8.29

福岡県商工会議所連合会（会長＝礒山会頭）は 8月29
日、福岡市及び㈱ぐるなびと共催で「インバウンド対策特
別セミナー」を開催。48名が参加した。

当セミナーは、 （一社）九州観光推進機構、㈱ぐるなび、
福岡県商工会議所連合会3者の包括連携協定※事業の一環
で、福岡市内の飲食店等を対象に「食」を通したインバウン
ドの取り込み支援として開催。第一部では、インバンド先
進地である大阪で、独自の工夫を凝らして多くのインバウン
ド客をキャッチし、売り上げを120％伸ばした、㈱寿幸 広
報・人事部長の門田桂太郎氏を講師に迎え、インバウンド
対策について講演。門田氏は、多言語の看板やメニュー、
中国を中心に世界で普及しているWeChat決済機能サービ
スの設置、SNSによる口コミの拡散や各国のルールやマ
ナーに配慮した接客など、経験から得られた具体的なノウ
ハウを説明された。参加者からは「自店舗でも取り組める
具体的な対策が聞けた」「外国人の方々のニーズを細かく知

ることができた」との声があり好評を得た。
続く第二部では、㈱ぐるなびの宮武昌平氏より、外国語

Webページの作成や、外国人観光客が求める多様な決済
方法への対応など、インバウンド対策の様々なサポート内
容が案内された。

JAPAN EXPO IN THAILAND 2017で福岡の魅力をPR
JAPAN EXPO IN THAILAND 2017

福岡アジアファッション拠点推進会議（会長
＝礒山会頭）は9月1日～3日、バンコクで開
催された「JAPAN EXPO IN THAILAND 
2017」においてブースを出展。福岡アジアコレ
クション実行委員長の榎本重孝副会頭も現地
を訪れ、開催期間中は、来場者数約 97,000
人と大変盛況であった。

出展ブースでは、会場に訪れたバイヤーや
地元の一般客を対象に、展示商談会やパンフ
レット配布等による福岡アジアコレクション

（FACo） やファッションウィーク福岡（FWF）、
福岡県の観光 PRを実施。また、初日に行わ
れた BN K4 8 出演ステージにおいて、約
3,000の観客の前でFACo2017のランウェイ
の映像放映や来年3月に開催するFACo2018
のPRのほか、福岡県の魅力PRを行った。

来場者からは「自然・歴史を体感できる観
光をしたい」「福岡でショッピングしてみたい」

「美味しいものを食べたい」といった声が聞か
れた。

福岡県の魅力をPRするBNK48 出展ブースでのPRの様子
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FUKUOKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY NEWS商工会議所の動き  FCCI NEWS

ジョブ・カード制度
普及促進フェア

商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

　当所が設置する福岡県地域ジョブ・カードセンターは8
月24日、「ジョブ・カード制度」の普及を目的にジョブ・
カード制度普及促進フェアを開催。54名が参加した。
　当日は福岡助成金センターより、雇用型訓練を実施した
企業が申請可能なキャリアアップ助成金と人材開発支援助
成金について説明したほか、ジョブ・カードセンター職員
が、雇用型訓練を実施するメリットやセンターの支援内容
を紹介した。

フェア終了後に実施した個別相談会には、たくさんの来場があった

8.24 福商ビジネス倶楽部
8月例会

産業振興グループ　TEL 092-441-1119

　福商ビジネス倶楽部は8月29日、ハワイ発の大人気レ
ストラン「エッグスンシングス」にて8月例会「納涼会」を
開催。90名が参加した。
　例会では、参加者同士、情報交換や名刺交換が活発に行
われた。また、参加者持ち寄りのプレゼント大会等の企画
も実施され、会場はより一層の盛り上がりをみせた。参加
者からは、「他業種の方と多く出会うことができ、有意義
な時間を過ごせた」等の感想がよせられた。

参加者同士、活発な交流が行われた

8.29 福商ビジネス倶楽部
9月例会

　福商ビジネス倶楽部は9月15日、株式会社マインドフ
ルヘルス代表取締役の山下明子氏を講師に迎え、「マイン
ドフルネス※で心と身体を整える」をテーマに9月例会を
開催。54名が参加した。
　講演会で山下氏は、ストレスと脳科学等、ビジネス、プ
ライベート共に活用できる知識について説明。加えて、ス
トレッチや呼吸瞑想など、感情やストレスのコントロール
を行う手法を参加者と一緒に実践した。

『マインドフルネス』の手法を熱心に聴く参加者

9.15新輸出大国コンソーシアム事業
活用セミナー

産業振興グループ　TEL 092-441-1119

　当所は9月5日、ジェトロ福岡と共催で「福岡県企業の
実例に学ぶ 新輸出大国コンソーシアム事業活用セミナー」
を開催。66名が参加した。
　セミナーでは、開始して1年が経過した新輸出大国コン
ソーシアム事業について、具体的な支援内容を紹介。加え
て、地域支援機関や専門家の個別支援等、実際に本事業を
活用して海外展開に取り組む県内企業による成果発表を
行った。

県内企業の成果発表に熱心に耳を傾ける参加者

9.5

　福岡商工会議所女性会は9月13日、学校法人立花学園
立花高等学校校長の齊藤眞人氏を講師に迎え、『「いいんだ
よ」は、魔法の言葉』をテーマに9月例会を開催。44名が
参加した。
　講演会で齊藤氏は、子供はもちろん社員に対しても、

“共感的理解（できないことを嘆くよりできていることを
認める）”の大切さを、自身の体験等を交えて述べた。終
了後には、理事会報告、2名の会員PRが行われた。

“共感的理解”について説明する齊藤氏

　福岡商工会議所女性会（会長＝西川ともゑ・副会頭）は8
月26日、博多石焼大阪屋で新会員との懇談会を開催。25
名が出席した。
　同懇談会は、昨年8月以降に入会した7名の新会員を迎
え、懇親を深める目的で開催。女性会オリジナルカードに
よる啓蒙活動をはじめする諸活動等の説明のほか、新会員
による自己紹介を兼ねた会社PRを行った。会場では、新
会員を中心に活発な交流が行われた。

挨拶をする西川会長

経営支援グループ　TEL 092-441-2170 （女性会担当）

福岡商工会議所女性会
新会員との懇談会8.26 福岡商工会議所女性会

9月例会9.13

2号議員決定、各部会から42社を選任
平成29年度　議員選挙・選任

当所各部会は、次期の2号議員として42社を選任した。
任期は、今年11月1日から2020年10月31日まで。

〈食料･水産〉
株式会社ひよ子
株式会社トクスイコーポレーション
福岡大同青果株式会社
ロイヤルホールディングス株式会社
〈建設〉
麻生商事株式会社
岩崎建設株式会社
空研工業株式会社
興和道路株式会社
中村工業株式会社
松田都市開発株式会社
株式会社松本組
〈繊維ファッション〉
株式会社福岡ニット
津田産業株式会社
〈工業〉
株式会社正興電機製作所
昭和鉄工株式会社
日本タングステン株式会社

〈部会名〉議員名 〈部会名〉議員名 〈部会名〉議員名

〈エネルギー〉
西部ガスエネルギー株式会社
増田石油株式会社
〈運輸・港湾・貿易〉
博多港ふ頭株式会社
宗像陸運株式会社
〈卸売商業〉
株式会社アキラ水産
西部ガスリビング株式会社
株式会社カンサイ
〈小売商業〉
イオン九州株式会社
株式会社岩田屋三越
新日本製薬株式会社
〈観光･飲食〉
株式会社ニューオータニ九州
福高観光開発株式会社
株式会社JTB九州

〈理財〉
稲員興産株式会社
積水ハウス株式会社  福岡マンション事業部
福岡空港ビルディング株式会社
株式会社福岡中央銀行
〈情報･文化･サービス〉
株式会社インターナショナル  エア  アカデミー
英進館ホールディングス株式会社
エントリーサービスプロモーション株式会社
株式会社オー・エイチ・アイ
玉屋リネンサービス株式会社
株式会社データ・マックス
株式会社電通九州
株式会社博多座
株式会社ファビルス

※「マインドフルネス」とは、瞑想や深呼吸といった方法を用いて、自分自身の身体や心の状態に集中すること
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FUKUOKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY NEWS商工会議所の動き  FCCI NEWS

ジョブ・カード制度
普及促進フェア

商業・雇用支援グループ　TEL 092-441-2169

　当所が設置する福岡県地域ジョブ・カードセンターは8
月24日、「ジョブ・カード制度」の普及を目的にジョブ・
カード制度普及促進フェアを開催。54名が参加した。
　当日は福岡助成金センターより、雇用型訓練を実施した
企業が申請可能なキャリアアップ助成金と人材開発支援助
成金について説明したほか、ジョブ・カードセンター職員
が、雇用型訓練を実施するメリットやセンターの支援内容
を紹介した。

フェア終了後に実施した個別相談会には、たくさんの来場があった

8.24 福商ビジネス倶楽部
8月例会

産業振興グループ　TEL 092-441-1119

　福商ビジネス倶楽部は8月29日、ハワイ発の大人気レ
ストラン「エッグスンシングス」にて8月例会「納涼会」を
開催。90名が参加した。
　例会では、参加者同士、情報交換や名刺交換が活発に行
われた。また、参加者持ち寄りのプレゼント大会等の企画
も実施され、会場はより一層の盛り上がりをみせた。参加
者からは、「他業種の方と多く出会うことができ、有意義
な時間を過ごせた」等の感想がよせられた。

参加者同士、活発な交流が行われた

8.29 福商ビジネス倶楽部
9月例会

　福商ビジネス倶楽部は9月15日、株式会社マインドフ
ルヘルス代表取締役の山下明子氏を講師に迎え、「マイン
ドフルネス※で心と身体を整える」をテーマに9月例会を
開催。54名が参加した。
　講演会で山下氏は、ストレスと脳科学等、ビジネス、プ
ライベート共に活用できる知識について説明。加えて、ス
トレッチや呼吸瞑想など、感情やストレスのコントロール
を行う手法を参加者と一緒に実践した。

『マインドフルネス』の手法を熱心に聴く参加者

9.15新輸出大国コンソーシアム事業
活用セミナー

産業振興グループ　TEL 092-441-1119

　当所は9月5日、ジェトロ福岡と共催で「福岡県企業の
実例に学ぶ 新輸出大国コンソーシアム事業活用セミナー」
を開催。66名が参加した。
　セミナーでは、開始して1年が経過した新輸出大国コン
ソーシアム事業について、具体的な支援内容を紹介。加え
て、地域支援機関や専門家の個別支援等、実際に本事業を
活用して海外展開に取り組む県内企業による成果発表を
行った。

県内企業の成果発表に熱心に耳を傾ける参加者

9.5

　福岡商工会議所女性会は9月13日、学校法人立花学園
立花高等学校校長の齊藤眞人氏を講師に迎え、『「いいんだ
よ」は、魔法の言葉』をテーマに9月例会を開催。44名が
参加した。
　講演会で齊藤氏は、子供はもちろん社員に対しても、

“共感的理解（できないことを嘆くよりできていることを
認める）”の大切さを、自身の体験等を交えて述べた。終
了後には、理事会報告、2名の会員PRが行われた。

“共感的理解”について説明する齊藤氏

　福岡商工会議所女性会（会長＝西川ともゑ・副会頭）は8
月26日、博多石焼大阪屋で新会員との懇談会を開催。25
名が出席した。
　同懇談会は、昨年8月以降に入会した7名の新会員を迎
え、懇親を深める目的で開催。女性会オリジナルカードに
よる啓蒙活動をはじめする諸活動等の説明のほか、新会員
による自己紹介を兼ねた会社PRを行った。会場では、新
会員を中心に活発な交流が行われた。

挨拶をする西川会長

経営支援グループ　TEL 092-441-2170 （女性会担当）

福岡商工会議所女性会
新会員との懇談会8.26 福岡商工会議所女性会

9月例会9.13

2号議員決定、各部会から42社を選任
平成29年度　議員選挙・選任

当所各部会は、次期の2号議員として42社を選任した。
任期は、今年11月1日から2020年10月31日まで。

〈食料･水産〉
株式会社ひよ子
株式会社トクスイコーポレーション
福岡大同青果株式会社
ロイヤルホールディングス株式会社
〈建設〉
麻生商事株式会社
岩崎建設株式会社
空研工業株式会社
興和道路株式会社
中村工業株式会社
松田都市開発株式会社
株式会社松本組
〈繊維ファッション〉
株式会社福岡ニット
津田産業株式会社
〈工業〉
株式会社正興電機製作所
昭和鉄工株式会社
日本タングステン株式会社

〈部会名〉議員名 〈部会名〉議員名 〈部会名〉議員名

〈エネルギー〉
西部ガスエネルギー株式会社
増田石油株式会社
〈運輸・港湾・貿易〉
博多港ふ頭株式会社
宗像陸運株式会社
〈卸売商業〉
株式会社アキラ水産
西部ガスリビング株式会社
株式会社カンサイ
〈小売商業〉
イオン九州株式会社
株式会社岩田屋三越
新日本製薬株式会社
〈観光･飲食〉
株式会社ニューオータニ九州
福高観光開発株式会社
株式会社JTB九州

〈理財〉
稲員興産株式会社
積水ハウス株式会社  福岡マンション事業部
福岡空港ビルディング株式会社
株式会社福岡中央銀行
〈情報･文化･サービス〉
株式会社インターナショナル  エア  アカデミー
英進館ホールディングス株式会社
エントリーサービスプロモーション株式会社
株式会社オー・エイチ・アイ
玉屋リネンサービス株式会社
株式会社データ・マックス
株式会社電通九州
株式会社博多座
株式会社ファビルス

※「マインドフルネス」とは、瞑想や深呼吸といった方法を用いて、自分自身の身体や心の状態に集中すること
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