
今後の交流会（テーマ別交流会）のご案内

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います。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」が行われています。
今、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、ビジネスにおける様々なシーンでオンラインの活用が広がっています。当所

でも、昨年度は一部の交流会をオンラインで開催しました。昨年度開催した交流会（オンライン4回・リアル6回）の参加者への
アンケートによると、90％の方が「対面式交流を希望」と答え、コロナ下においても対面式の交流会へのニーズが高いことがわか
りました。
そこで今回は、当所の会員同士が気軽に交流できる対面式交流会をご紹介いたします。感染症防止対策を徹底し、安心・安

全な環境での実施に努めておりますので、これまで交流会に参加したことがなかった方も、ぜひこの機会にご参加ください。

本誌30ページに交流会に参加された方の声を掲載中！ぜひご一読ください！

■福商ビジネス倶楽部
当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。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。

■各種部会交流会・講演会
所属されている部会ごとに交流会や講演会、懇親会などを開催しています。適
宜、部会より案内がまいりますので、奮ってご参加ください。

その他交流会のご紹介

■参加資格／当所会員で20歳以上45歳以下のビジネスパーソン
　　　　　　　 ※45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。

各種交流会・事業の
案内は、「福岡商工会
議所メールマガジン」
（月2回）で経営に役
立つ情報を発信してい
ます。いち早く有益な情報をキャッ
チするため、ぜひご登録ください。
https://www.fukunet.or.jp/about/mailnews/
※メールマガジンの登録・受信は無料となっ
ております。
※1社で複数のアドレスを登録いただけます。

■令和2年度交流会参加者のアンケート結果

交流会の
満足度
（平均）

対面式
交流を希望
（平均）

85% 90%

●「活きた情報」を収集でき、自社の課題発見や課題解決に繋がります
●「自社をPR」することで、ビジネスチャンス拡大のきっかけが作れます
●「他社との繋がり」を作り、ビジネスパートナー発見が可能です

❶参加者名簿を事前に公開　　❷自社PRを行う場を提供　　❸事務局による参加者同士の橋渡し・声かけ

新入会員交流会 直近5年以内にご入会の「新入会員」を対象とした交流会です。商工会議所の
各種事業・サービスをご紹介するとともに、参加者同士が気軽に交流・懇親を深
めることができます。

テーマ別交流会 毎回異なるテーマ・内容を設定して実施する交流会です。プロ同士の交流や参
加者の課題解決を目的に専門家を交えた交流会など様々な内容で開催しておりま
す。共通事項に関心を持った参加者同士で情報交換・共有を、少人数で行うの
で交流・懇親を深めやすいです。

■令和2年度3月開催「新入会員交流会」参加者の業種

新型コロナウイルスの影響下で多様化する事業者ニーズに迅
速・的確に対応するため、士業同士のネットワークの構築やアラ
イアンス先の発掘を目的に開催します。参加者同士の情報交換・
共有を通じて今後の活動の参考及び課題解決のきっかけ作りとし
てこの機会にぜひご参加ください。

昨年度の交流会の様子

昨年度の交流会の様子

昨年度の交流会の様子

昨年度の交流会の様子

※今後の開催情報は、ホーム
ページやメールマガジンなど
で随時ご案内いたしますので
ぜひチェックしてください！

withコロナ時代にこそ活きる人との繋がり
～交流会を活用してネットワーク・人脈拡大～

本記事に関するお問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-1114

特 集 2

マスク・フェイスシールド着用 検温実施 手指消毒の徹底 ソーシャルディスタンス確保 換気の徹底

メルマガご登録はこちら

積極的な交流を生む仕組み

コロナウイルス感染症防止対策の実施

交流会のメリット

【開催概要】
■参加対象／直近5年以内にご入会の方
■参加者実績／188名（令和2年度11月・3月の2回開催）
■こんな方にオススメ! ～ポイントと特徴～
１. 商工会議所の事業を活用したい
当所の各種事業・サービスを紹介し、会議所活用法をお
伝えします。

２. 多種多様な業種・業態の会員と交流したい
直近5年以内にご入会いただいた方であればご参加いた
だけますので幅広い企業と交流し、情報交換・共有や
人脈形成などを行うことができます。

３. 自社商品・サービスのPRをしたい
商品・パンフレット等が設置できるPRスペースをご準備
します。

専門・
コンサルタント
37%

サービス・
その他 37%

金融・不動産・
保険業 9%

建設業 5%

製造業 4%
卸売・小売業 6% 運輸・通信業 2%

■令和2年度開催実績

士業リレーションズ・アライアンス交流会

起業家交流会

営業職のための情報交換・交流会

「ウェブ広報」情報交換・交流会

【士業資格を持つ方】

【概ね創業5年以内の起業家】

【新規開拓を目指す営業職】

【ウェブ広報に興味のある方、お困りの方】

実施月 参加者数内容・参加対象

12月

1月

2月

3月

38名

26名

26名

24名

※上記のほか、総務人事交流会／新入社員・若手社員のための情報交換会／「新規開拓営業
　職」情報交換・交流会をオンラインにて実施。

6月は士業を対象とした情報交換・交流会を対面式で開催します。

～士業同士のネットワークの構築～
士業リレーションズ・アライアンス交流会

6月22日（火）  14:00～15:30
当所406～407会議室（福岡市博多区博多駅前2-9-28）
「士業資格」を持つ士業同士の情報交換・交流会
https://www.fukunet.or.jp/fcci-events/event-2021-06-10/

日時
会場
内容
URL

HP
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