
お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

特 集 2

～新たな出会いと発見を～
 交流会を活用してネットワーク・人脈拡大!!

　当所は、福岡市を中心とした約16,000社の会員ネットワークを活かし、会員同士による様々な交流会を開催しております。交流会
では、多種多様な業種・業態の参加者と接点を持つことができ、毎回積極的な「名刺交換」「情報交換」が行われております。参加者同
士が相互の理解を深め合うことで、人脈形成やビジネスパートナーの発掘、ビジネスのヒント発見や自身の知見が広がる等のメリットが
あり、ビジネス拡大のきっかけ作りにご活用いただいております。
　本特集では、会員組織・共済グループが実施する「名刺交換」「情報交換」に特化した交流会をご紹介いたします。いずれも気軽に参
加できる内容となっております。これまで交流会に参加したことが無かった方も、この機会に是非参加してみてください。新たな「出会
い」と「発見」が待っています。

❶ 交流会は人気の
　 コンテンツです！
❷ 交流会の満足度は
　80％以上！

2.夏の会員交流会
会員企業や当所役員などが一堂に集い、交流・懇親を深めていただく場です。
情報交換、人脈拡大の場として是非ご活用ください。

＜事業概要＞
■開催時期／2019年8月5日（月） 

18：30～20：00　
■開催場所／天神スカイホール
■開催実績／240社338名 ※2018年度実績
■オススメポイントと特徴

●普段お会いできない方と交流したい
当所議員や役員、支店長会・女性会・福商ビジネス倶楽部のメンバー等、商工
会議所を代表する会員も参加。300名以上の会員が参加するため、多種多様
な業種・業態の会員の皆様と交流することができます。

●限られた時間の中で効率的に交流したい
参加者名簿を事前公開いたしますので、当日お会いしたい方を事前に確認する
ことができます。

●自社商品・サービスをPRしたい
会場内にポスター・パンフレット等が設置できるスペース（無料）をご準備いたします。

（ポスターは先着10社）

　夏本番！となる8月に開催される『夏の会員交流会』。ビジネスパーソンとの出会いや交流に加
え、さまざまなビールやひんやりドリンクも楽しめる交流会ということで、参加してみました。受
付では、当日の参加者名簿が配られます。HP 上でも事前に公開されているそうですが、実際に会
場でじっくり見られるのは大きなポイント。名簿でチェックして、お会いしてみたい方に声をかけて
みたり、逆に声をかけられたり。新しい出会いや関連業種の方との情報交換等、ビジネスのチャ
ンスやヒントを得る貴重な時間となりました。久しくお会いしてなかった方と再会し、改めてビジネ
ス提携の話で盛り上がることも。また、弊社の取引先の方も参加されていて、この場でご一緒で
きたのも思わぬメリット。美味しいビールが会場の雰囲気をなごやかに演出してくれたこともあり、
親睦を深めることができました。一期一会の実りあるひととき、皆様にも参加をおすすめします！ 

　当所では、交流会事業をより良いものにしていくため、

交流会のテーマ・内容の決定や、企画・運営の参考とさせ

ていただく目的で会員の皆様の声を随時募集しております。

交流会に参加されたことのある方のみならず、参加してみた

い方も含め、皆様の忌憚なきご意見をお聞かせください。

会員の声

3.異業種交流会
本年度より「毎回異なるテーマ・内容」による「中・小規
模」の交流会を開催いたします。（下記は開催予定の一例
です）

■中規模交流会「リレーションズ」：「協力関係の構築」等を目的とした「中規模（50名前後）」交流会
　・第一回目：士業リレーションズ・アライアンス交流会 ＜2019年６月20日（木）18：30～20：00＞
　・第二回目：未定（12月開催予定）

■小規模交流会「こねくと」：趣味等をテーマとした「フランク」な「小規模（10名前後）」交流会
　・第一回目：ホークスファンの方＜2019年７月４日（木）18：30～20：00＞
　・第二回目：ラグビーファンの方、元ラグビー部の方（仮）（9月開催予定）

※アンケートの結果等を元にテーマを設定し、開催いたします。
※詳細は随時、会議所ニュース・HP等にてお知らせいたします。

NEW！

皆様のお声をお聞かせください ～あなたの声が反映されます～

【アンケートへのご協力をお願いします】

※アンケートは５分以内で終わります
https://www.fukunet.or.jp/oshirase/voice_faq/

参加者募集中!! 詳細は裏表紙をご覧ください!!

㈱n.planning
代表 秋吉理子
福岡市中央区赤坂
1-2-1
TEL:092-406-2808
広告制作・
編集プロダクション

会社案内・販促チラシ・
パンフレットなど、企画提案
から納品までワンストップ。
低価格なネット印刷を利用
するプランもご提案します。 

一言ＰＲ

テンプラス税理士事務所
税理士 小林佳子
福岡市西区西の丘3-8-9
TEL:092-707-5126
税務申告、経営支援、財務支援

（資金繰り支援、融資プランニング支
援）、補助金申請支援。

「会社の健康診断」を実施し、感染している会社の
病を早期に発見し、「KOBA式月次決算書」で財
務体質を改善します。社員とともに100年続く企業
をめざす会社を経営者と同じ目線でサポートするこ
とが私の使命です。是非一度ご相談ください。

一言ＰＲ

1.新入会員交流会
　直近３年以内ご入会の新入会員の皆様を対象とした「新入会員交流会」です。交流
会では、商工会議所の各種事業をご紹介するとともに、参加者同士で気軽に交流い
ただいております。

＜事業概要＞
■開催時期／2019年10～11月、2020年2～3月（予定）
■参加対象／概ね直近3年以内にご入会の方

（創業3年以内の会員の皆様に多くご参加いただいております。）
■開催実績／176社228名

（第一回目：87社114名　第二回目：89社114名） ※2018年度実績
※1社当たり平均17.4社の参加者と名刺交換をしております。

■オススメポイントと特徴
●商工会議所の事業を活用したい
第一部「事業ガイダンス」では、会議所活用の「達人（会員）」による

「会議所活用法」をお伝えします。

●限られた時間の中で効率的に交流したい
参加者名簿を事前公開いたしますので、当日お会いしたい方を事前に
確認することができます。

●自社商品・サービスをPRしたい
参加者名簿への PR広告の掲載が可能です（有料）。
また、商品・パンフレット等が設置できる
PRスペース（有料・無料）をご準備いたします。

　テンプラス税理士事務所の税理士小林佳子と申します。2018 年 7月に開業し、
知人の勧めで入会させていただきました。同年、新入会員交流会に2 回参加いたし
ました。1 回目は準備不足もあり、手当たり次第に名刺交換をしてそのまま…だった
のですが、2 回目は、事前に参加者をチェックし、当日は戦略を練って効率よく名刺
交換できました。結果、当日は15 名の方と名刺交換ができ、3 名の方とは交流会後
も引き続き交流が続いており、後日改めてご挨拶に来てくださったり、打ち合わせの
機会をいただいたりと、新たなコネクションができました。新入会員交流会でいただ
いた経営者の皆様との出会いは、創業間もない私にとっては貴重な財産となってお
ります。是非、皆様も商工会議所の交流会を活用してみてください。

会員の声

ミミヨリ
情報

（中規模交流会）（小規模交流会）

1位

利

用ランキング 窓口・専門家への経営相談・
職員訪問等の経営相談（20％）

2位

利

用ランキング 各種
交流会（14％） 3位

利

用ランキング 各種保険・
共済制度（13％）

〈当所の入会動機ランキング（2018）〉

（予定）
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