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　あけましておめでとうございます。

　皆様におかれましては穏やかな新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　さて、我が国の経済は一昨年の安倍政権誕生とともに打ち出されたアベノミクスの三本の矢（大胆

な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略）を中核とした政策運営によって円安

誘導が行なわれ製造業を中心とした輸出産業では黒字への転換及び利益の拡大へと向かっています。

しかしながら、円安の影響でも貿易収支は赤字の状況が続いており、総合的に判断すると日本経済全

体が力強く回復の基調にあるとは言い難い状況です。又、ユーロ圏におきましても物価の上昇率の低

下を背景に欧州中央銀行が利下げを行ないユーロ安が進みつつあり、円安が進みづらい状況となって

おります。円安に頼った輸出拡大だけではなく、国内消費の拡大を伴った景気回復が望まれる状況で

す。消費の拡大という点では、来年４月の消費税８％への増税を控え、住宅・自動車・家電等の駆け

込み需要が起こりつつありますが、増税後の需要の冷え込みが懸念されるところです。更に、新たな

経済への影響が考えられる要因として環太平洋戦略経済連携協定（TPP）が挙げられるものと思いま

すが、産業構造の変革を促す一因となると考えます。

　我が国の経済にとっての好材料としては、2013年７月に2020年に東京オリンピックの開催が決定し

たことが挙げられます。試算によりますと2013年からの７年間で経済波及効果として約３兆円が見込

まれておりますが、東京一極集中では無く、地方へも経済効果が生じるよう考えていく必要がありま

す。

　次に我が国を取り巻く課題としては、中国、韓国との関係の改善、地球温暖化、異常気象、PM2.5

等の環境問題への取り組み、東日本大震災に端を発した原子力発電所への対応、電力需給の逼迫の解

消等多くの課題が存在しますが、少しずつ解決へ近づく一年であることを願います。

　さて、IT関連業界の昨年を振り返りますと、全体的には横ばいの状況にあり、回復基調には未だ

入っていないものと考えます。クラウド化の進展、フェイスブック・ツイッター・ライン等の利用の

拡大、高速通信基盤の整備等が進みましたが、ビジネスのソリューションとしての利用に関しては、

今後に期待すると同時に我々が取り組むべき課題であると考えます。今年のビジネスチャンスとして

消費税対応、共通番号（マイナンバー）制度対応、ビックデータ分析による

ソリューション対応等が挙げられます。

　今後は会員の皆様と福岡方式とも呼べるビジネス

モデルを確立し共存が図れるように皆様と共に

努力していく所存でございます。

　皆様の今年一年のご健勝とご多幸を心より

お祈り申し上げます。

一般社団法人　福岡県情報サービス産業協会

会　長　　小　林　　勝
株式会社 FCCテクノ

代表取締役社長
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九州経済産業局長
廣　實　郁　郎

福　岡　県　知　事
小　川　　　洋

　平成26年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
　長引くデフレからの早期脱却と経済再生を図るため、政府
は「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資
を喚起する成長戦略」の「三本の矢」を強力に推進し、日本
経済は「マイナス」から「プラス」へと転換しました。
　このような中で、九州経済も緩やかに持ち直してきてはお
りますが、景気回復の実感は、地方や中小企業・小規模事業
者には十分浸透したとはいえず、経済の好循環に向けた地域
での成長戦略の実現が緊要の課題となっております。
　このため、地域の「生の声」を成長戦略に反映するため
に、昨年11月に設置された「九州・沖縄地方産業競争力協議
会」において、九州・沖縄の戦略産業や産業人材に係る戦略
等の策定に向けて議論が進められております。同協議会で
は、クリーン（環境・エネルギー・次世代自動車）、医療・
ヘルスケア、農林水産業・食品、観光の４分野を柱とした成
長産業とグローバル人材の育成、女性の活躍推進等につい
て、本年３月末までに九州の成長戦略を策定することとなっ
ております。オール九州で官民一体となって本戦略を実行
し、活力ある九州の実現を目指していくことが必要です。
　また、昨年12月に成立した「産業競争力強化法」の活用に
よる規制改革の推進、設備投資や事業再編の促進も重要で
す。グレーゾーン解消制度や企業実証特例制度といった規制
改革スキームを活用いただき、民間の創意工夫を活かした新
たな事業展開が活発化することを期待しております。
　こうした中で、九州経済産業局といたしましては、以下の
取組を進めてまいります。
　まず、産学官の連携によるオール九州の取組として、①水
素エネルギーや洋上風力発電、スマートコミュニティ事業等
の実証研究やインフラ整備及びビジネスへの展開、②農水産
物や食の輸出拡大に向けた九州ブランドの構築、農商工連
携、６次産業化、省エネ化等による農業の競争力強化及び成
長産業化の推進、③健康寿命が延伸する社会の構築に向け
て、地域医療機関と医療機器関連産業や医療・介護サービス
産業との連携による新たなビジネスモデルの構築やバイオ関
連産業との連携によるヘルスケア産業の新分野展開を図って
まいります。
　次に、地域経済と地域雇用を担う中小企業・小規模事業者
対策について、ものづくりや創業・ベンチャー支援の強化、
よろず支援拠点等ワンストップ総合支援の整備など着実に実
施してまいります。また、４月１日からの消費税率引上げに
当たっては、交渉力の弱い中小企業・小規模事業者の方々が
不当に不利益を被ることのないよう転嫁対策調査官を配置
し、転嫁拒否行為の監視・取締りを行うなど転嫁対策に万全
を期します。
　さらに、グローバル化への対応として、海外の成長を取り
込み、拡大する国際市場を獲得する国際展開戦略が重要で
す。環黄海地域やASEAN地域との経済交流に加え、中小企
業の海外展開支援や対内直接投資の推進等を積極的に図って
まいります。また、併せて、人材力の強化も重要であり、グ
ローバル人材の育成・活用のほか、女性の活躍促進に向けた
取組を進めてまいります。
　このような政策を実行していくため、九州経済産業局の
全職員が支援施策の利用者である事業者の方々を「カスタ
マー」と意識し、顧客満足度を高めるクオリティの高い柔軟な
公共サービスの提供に心がける所存であり、昨年から実施し
ているFacebook「九経倶楽部」等を通じて国民の皆様に対す
る情報提供や意見交換を深めていきたいと考えております。
　最後に、日本の未来を考えると、人口減少・少子化の課題
に地域社会が真剣に向き合っていくことが求められていま
す。九州の明るい未来が描けるよう、九州が先導して議論を
本格化していくことを期待しています。
　本年が皆様方にとりまして輝かしい年となりますことを心
よりお祈り申し上げて、新年のご挨拶と致します。

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は、安倍内閣の積極的な経済政策の効果によ
り、景気回復に向けた明るい動きが出てきた一年でし
た。
　また、2020年の東京オリンピック・パラリンピック
開催決定という、大変喜ばしい出来事もありました。
　今年は、こうした明るい動きを確固としたものに
し、個人、企業、地域が元気になっていく年にしたい
と考えております。
　暮らしに不安があっては、幸せを感じることはでき
ません。
　このため、新しい年の課題の第一は、景気・雇用対
策です。
　環境を軸とした、産業の国際競争力の強化を目指す
「グリーンアジア国際戦略総合特区」については、産
学官が一体となって一つでも多くの事業、プロジェク
トを具体化し、その効果を県の内外に広げてまいりま
す。
　県内雇用の約８割を担う中小企業は、本県経済の発
展と活力の原動力です。経営改善や資金繰り対策など
を総合的に支援してまいります。
　第二に、企業や地域における女性の活躍や、「70歳
現役社会」の実現に努めるとともに、障害のある人も
ない人も互いに自立し、かつ、支え合うことができる
地域社会をつくっていきます。
　第三に、安全、安心の向上のため、一昨年の豪雨災
害からの一日も早い復興を目指すとともに、地域防災
力を強化していきます。
　また、暴力団対策や飲酒運転撲滅にも全力で取り組
みます。
　今年の大河ドラマは「軍師官兵衛」。県民の皆さん
と一緒になって、この福岡県の元気と魅力を広く内外
に発信していきます。
　経済活動の発展には、情報技術の利活用がますます
不可欠な時代になっています。多くの県民の皆さまに
対し、情報技術に親しむ機会を提供するとともに、高
度な情報技術者の育成を推進しておられる貴協会の活
動に、大いに期待しております。
　今年は午年。天馬が空を翔け巡るがごとく大いに飛
躍し前進する年です。
　貴協会の皆さまにとりまして、夢や希望、元気に満
ちあふれる一年となりますよう、心からお祈りいたし
ます。
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　11月20日（水）、八仙閣本店で、理事・監事及び各委員会の委員長・副委員長
が出席し、「理事会・委員会合同会議」が開催されました。この会議は、協会活
動の活性化に向けて、理事会と委員会相互のコミュニケーションを図ることを
目的に開催されているものです。
　会議では、各委員会の活動状況について報告がありました。企画調査委員会
からは、委員会の開催状況、総会での講演会、委員会合同施策検討会（夏季合
宿）での協議内容について報告がありました。教育委員会からは、タイアップ
研修の受講生増加に向けた研修講座内容の検討状況、ITC 資格認定研修、CCSF
ワークショップの開催等について報告がありました。広報委員会からは、FISA ニュース発行のための編集会議の開
催状況や会員間コミュニティ（Facebook）の活用状況、現在検討中の FISA ホームページの一部リニューアルについ
て報告がありました。厚生委員会からは、団体定期保険加入促進活動、健康ハイクの実施状況、今後実施予定のメン
タルヘルスセミナーや高齢化対策セミナーについて報告がありました。ビジネス開発委員会からは、今年度、JISA 交
付金事業（地域連携事業）として実施している、ふくおかクラウドアライアンス１周年記念事業、ベンダー企業やユー
ザー企業を対象とした各種クラウドサービス関連セミナー、福岡県中小企業振興センターと共催で実施した IT 寺子
屋2013等について報告がありました。会議終了後、合同の懇親会を開催し、更に意見交換・情報交換を行い、親睦を
深めました。

平成25年度「理事会・委員会合同会議」開催
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　本年も、情産協の目的の一つ『IT 化に関する普及啓発』の一環として、第４回目となった
IT 業界特別講義を滞りなく開催できました。本年度も各委員会より２社選出頂き、６社の方々
に講演頂きました。

　■九州産業大学：10月７日（月）１、２限（14：40～16：10）
　　　○「ロボットビジョン」
　　　　　安川情報システム株式会社 ソフトウェア研究開発センター　課長 小畑 昌之様
　　　○「OSS で実現するコールセンターシステム」
　　　　　サイバーコム株式会社ソリューション事業部 福岡事業所 営業グループ　課長 小隈 健一様
　■福岡工業大学：10月９日（水）３限（10：00～12：00）
　　　○「IT で元気になる福岡」
　　　　　株式会社福岡 CSK 営業部 部長 岡部 浩太郎様
　　　○「これからの IT 人材、海外人材交流」
　　　　　ユニティ・ソフト株式会社 営業部 取締役部長 平本 周一郎様
　■麻生情報ビジネス専門学校：11月５日（火）４限（13：50～15：30）
　　　○「クラウドの表と裏」
　　　　　株式会社エクシーズ 第三システム部 営業 田原 史晶様
　　　○「タブレットによる社内業務システム　申請書システムご紹介」
　　　　　九州シー・アンド・シーシステムズ株式会社 営業部 ビジネスマネージャー 今藤 節子様

　参加学生は九州産業大学が約110名、福岡工業大学が約80名、麻生情報ビジネス専門学校が約90名で皆さん興味深く
聴講されていました。パネルディスカッションでは３校とも例年どおり先輩社員と若手社員の方に今後の IT 業界動向、入
社前・後の相違、喜びと苦しみなど学生の皆さんに参考となるやりとりができました。今回、福岡工業大学、麻生情報ビ
ジネス専門学校では事前に質問内容を授業の中で記入回収したこともあり有意義な内容となりました。特に、福岡工業大
学の先生からは例年になく盛り上がった、よかったと言って頂きました。本年も講義、パネルディスカッション終了後アン
ケートを行い、学生、先生とも大変興味深かった、IT 業界の現場を知ることができてよかった、就職への意識向上に役立っ
たなどの意見が多くありました。今後は、学生の皆さん及び先生方に、更に福岡県内 IT 企業の周知促進と IT 業界への
理解を深めて頂くよう新たな取り組みも必要かと考えます。
　最後に、各学校の先生方、講演頂いた各企業様、ご協力、ご支援頂いた情産協会員の方々、事務局、産学連携推進チー
ムの皆さんに感謝、お礼申し上げます。

　ビジネス開発委員会が中心となって、昨年８月に立ち上げた「ふくおかクラウドアライアンス」の活動は、２年目を迎え
るにあたって、年度当初に今後の活動方針について目標を定めました。昨年は、活動の基礎固めとなる参加団体間の連携
強化を図るため、「各種セミナーの相互協力」などで相互理解を深めることができましたが、今年度は、「新たなビジネスの
可能性を探る」ステップアップの時期と位置付け、異業種の事業者同士が「アイデアや技術」を持ち寄る場（コミュニティ）
を相互提供して参りました。
　具体的には、アライアンス設立１周年を記念して、実際に企業活動としてクラウドサービスをビジネスに活用している
事例について、記念イベントを開催しました。当日は100名を超える参加者を集めましたが、「クラウド導入が単なる成功
モデルというより、スマートな運営方法があって初めて成り立つものだと分かった。」あるいは、「AWS に関する利用、開
発のためのエンジニアスキルレベルが知りたい。」など実践に即した声が寄せられました。さらに、10月には福岡県中小企
業振興センターとの共催により、「IT 寺子屋2013～ IT ＋ビジネスで新たな可能性を拓こう～」と銘打って、イベントを開

催しました。スマートホンやタブレット端末の急速な普及と
相まって、今や動画はスマホで見る時代になっており、AR
技術などによる新たなビジネス市場が登場してきています。
　当日は、YouTube とソーシャルメディアを活用し、中小
企業の企業戦略に活かすため、全国的に著名な講師をお招
きし、実践的なお話を聞かせて頂きました。併せて、IT 寺
子屋では、無料動画アプリを取り込み、実際に動画編集ま
でやる実践編となり、大変好評を得ることができました。参
加者からは、「動画によるプロモーションの有効性を確認で
きた。」、「YouTube など色々なアイデアが見られた。」など多
くの共感を呼びました。
　今年度はさらに、クラウド技術レベルの向上、業務改革・
経営のためのクラウド活用など、JISA との地域連携事業（セ
ミナー及び講座）にも取り組んでおり、会員の皆様方の積極
的なご支援、ご協力をお願い致します。

産学連携推進事業「IT 業界特別講義」開催

ふくおかクラウドアライアンス「１周年記念イベント」開催

「ふくおか経済10月号掲載」
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ＦＩＳＡイベント報告

　９月13日（金）～14日（土）に国立夜須高原青少年自然の家にて、夏季合同施策検討会
合宿を実施しました。（参加者は、企画調査を中心に理事及び各委員会の正 ･ 副委員長
の20名でした。）
　昨年は「FISA 第３期３ヶ年ビジョン」の作成に焦点を絞った開催だったのに対し、
今年度は委員会の壁を超えた懇親やディスカッションに力を入れ、各委員会から募っ
たテーマについて、３つのグループにわかれて討議を行いました。内容は、「FISA の
Web サイトのあり方」から「常任委員会の再編成を含めた活性化方法」にまで及び、活
発な議論が交わされました。参加者には、FISA 入会から間もないメンバーもいる中、

ディスカッションテーマには FISA の歴史や取り組みの経緯を踏まえて考える必要があ
るものもあり、各メンバーにとっても良い振り返りと、今後の活動に思いを巡らせるこ
とができる場になったと思います。
　この討議で収集できた各メンバーの意見やアイデアを、今後の委員会活動にも活かし
ていくことで、検討会の効果を実感いただけるものにしていきたいと考えています。
　会議終了後は懇親会を夜遅くまで行い、翌日には有志によるゴルフコンペも開催し、
交流を深める有意義な検討会となりました。

「夏季合同施策検討会」の開催 （企画調査委員会）

　FISA では、教育事業の一環として、平成24年度 IPA（独立行政法人情報処理推進機構）
が公募する「2012年度地域中小企業における IT 人材育成の促進業務」（参加企業５社）を実
施し、５月に「報告会」という形で、報告いたしました。
　今年度は、「第２回 CCSF ワークショップ」として、IPA 様および特定非営利活動法人ス
キル標準ユーザー協会様の後援をいただき、開催しています。具体的には、参加した企業

（4社）が、経営戦略等をもとに、自社のあるべき姿を明確にし、あるべき姿の実現のための、
必要な機能（仕事 タスク）を具体的に明らかにします。自社に必要な人材像を定義するとと

もに、キャリアフレームワーク（歩み）を策定し、必要な機能
（仕事）の遂行のために必要なスキル（素養）を定義します。これらの定義に沿って現状を分
析（テストアセスメント）し、結果をフィードバックして自社の人材育成基盤を完成させると
いう流れを全７回で実施し、その後全社ベースで実践活用して、ブラッシュアップをして
いきます。また、このワークショップの成果を事例として、10月25日に長崎、11月22日に熊
本で IPA 様よりご紹介されました。さらには、12月６日に東京で「スキル標準ユーザーカン
ファレンス」のセッションにおいて、FISA としての CCSF の取り組みを、事例紹介いたし
ました。

　これらの取り組みを通じて、福岡県内の IT 関連中小企業の発展と人材育成に寄与していくこととしております。

「第２回ＣＣＳＦワークショップ」の開催 （ 教 育 委 員 会 ）

　10月26日、海の中道海浜公園にて健康ハイクを実施いたしました。162名、62家族の
参加があり、小さなお子さん連れの方も多く見られました。
　開催挨拶に始まり、みんなでレッツハイキング！…と言っても正しくは「ウォーキン
グ」。園内をみんなで歩いて、楽しく話しをしながら目的地である大芝生広場を目指し
ました。大芝生広場に全員が集まると、全員でラジオ体操です。その後、子供向けに

『ホールインワンゲーム』。拳程のボールを手で転がしてホールインワンを目指します。
１人１回２球ずつ。芝生は思う程平坦ではないので、うまく２球目で調整できた子は賞
品をもらって嬉しそうでした。また、大人も含めた『風船運び競争』。風船を膨らませて

肩に載せ、ペアになった人と頬で挟んで運ぶゲームです。夫婦で、子供と、同僚同士で、
などペア構成はさまざま。チームリレー形式で、挟んだ風船が風に飛ばされたり、割れ
て再度風船と膨らませることになったりと、ゲームはとても白熱しました。
　その後、大芝生広場でゆっくりと弁当を食べながらの抽選会と続き、無事に健康ハイ
クは終了しました。
　天候に恵まれたとは言えない開催でしたが、参加者が皆、笑顔であり、運営側として
は開催冥利に尽きるものでした。次回来年、皆さまの参加をお待ちしております。

「健康ハイク」の開催 （ 厚 生 委 員 会 ）
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　　　　　　（①シャボン玉石けん②正興電機製作所③アサヒビール工場）

　今年も４団体（FISA、福岡エレコン交流会、KRP（九州電子流通業協議会）、テレコム
サービス協会九州支部）合同で企業見学会を開催致しました。
　29社43名にご参加頂きました。シャボン玉石けんでは、環境や体に優しい無添加石けん
ができるまでの過程を見学しました。昔ながらの製法で１週間じっくり成熟させた後、清潔
な工場で丁寧に作られていました。正興電機製作所では、栄養管理がされた食堂にて昼食
後、電力機器の工場見学をしましたが、天神や博多の町中で見慣れた歩道上にある茶色の
箱（地上設置型開閉器塔）がここで作られているのを初めて知りました。ショールームにお

いて、蓄電システム、水質監視装置（生物センサー）、機能性液晶フィルム等の説明を受け
ました。生物センサーにメダカが使われていたのには、少しびっくり。アサヒビール工場で
は、原料の麦、ホップを触ったりしながら、ビールが作られて箱詰めされるできるまでの工
程を見学しました。また、おいしい缶ビールの注ぎ方までレクチャーしていただきました。
　当日は肌寒い天候の中、多くの施設を見て回りましたが参加者の方々からは「大変勉強に
なりました、また来年も参加したいです。」とのお言葉も頂きました。最後はアサヒビール園
にて恒例の懇親会を開催致しました。移動の疲れも解消して、皆様和気藹々のムードの中
親睦を深めました。

「合同企業見学会」の開催

　第22回 FISA 委員会対抗ゴルフコンペを11月14日（木）、麻生飯塚ゴルフ倶楽部で開催しました。
　10月31日～11月３日まで、日本シニアオープンゴルフ選手権競技大会が開催されたこともあ
り、ラフも長くグリーンコンディションも最高で、皆様苦戦されていましたが、天候にも恵ま
れ、楽しまれていました。参加者は、企画調査チーム５名、教育チーム５名、厚生チーム５名、
広報チーム７名の22名でした。参加者の皆様、大変お疲れさまでした。
　成績は、下記のとおり、広報チームの３連覇となりました。

【成績】
（団体）優　　勝：広報委員会
　　　準 優 勝：企画調査委員会

（個人）１　　位：浦田　隆生（㈱アプロティクス：広報）
　　　２　　位：上野　末吉（三立情報㈱：企画調査）
　　　３　　位：手嶋　倫章（㈱九州 DTS：厚生）
　　　ベスグロ：牛尾　利隆（西鉄情報システム㈱：厚生）

※次回の担当は、厚生委員会です。よろしくお願い致します。

第22回 FISA委員会対抗ゴルフコンペの開催 （幹事：広報委員会）

　今回のメンタルヘルスケアセミナーは、テーマを「社員の変化にすばや
く気付く方法」として、12月10日（火）15時半より住友生命博多ビルにて、
㈱オフィスナチュラルズ代表取締役草原祥子氏を講師に招き、２時間の
セミナーを開催し、31社48名の方にご参加いただきました。
　前半は内容を「入口からしっかり見極める」「面接のポイント」「心の病
の基礎知識」「ダウンしそうな社員への対応の仕方」として、採用や日常
業務を意識したより実践に則した内容で講演をいただきました。後半は
参加者全員が「簡易特性診断テスト」を行い、同じ特性の人とグループを
組み、ワークショップ後、その内容をグループ毎に発表しました。自身
とは根本的に異なる考え方の人がいることを裏付けるように各グループ
の発表内容には特徴があり、相手と接する際には意識しておかなければ
ならないことを学びました。
　「簡易特性診断テスト」は各社に持ち帰って実施できる内容でしたので、セミナー受講に留まらず、是非とも現場で
活かしていただき、円滑なコミュニケーションの一助としていただければと思います。

「メンタルヘルスケアセミナー」の開催

（ 教 育 委 員 会 ）

（ 厚 生 委 員 会 ）
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新 規 会 員 紹 介

株式会社　アプロティクス
〒804－0012　福岡県北九州市戸畑区境川２－14－31　サンドリームビル１Ｆ
TEL：093－616－1071　FAX：093－616－1073
URL：http：//aprotyx.com/

〒810－0041
　福岡市中央区大名２－２－１MKビル５Ｆ
　Te l：092－738－1121　F a x：092－738－1130
　URL：http：//www.chuosystem.co.jp/

お客様の多様なニーズに柔軟にお応えすることを目指し本年９月に株式会社
アプロティクスは誕生致しました。
Ace（最高なもの）・prosperous（繁栄）・infinty（無限大）・Ｘ（未知なるもの）
お客様へ信頼される企業として社名の由来の通り成長し続け、そして最高の
技術・サービスをご提供し地域の発展に貢献する良きパートナーとしてご愛
顧いただけるよう日々邁進し活動してまいります。

当社は創業34年間のシステム開発で培った経験を生かし、「スマートにリーズナブルに業務
改善（Smartworks）」出来るクラウドサービスを提供しております。
「月額30円（１ユーザ）～出来る勤怠管理（Ｄ－ reco）」、「連絡網やアンケートを便利に早く実
現するツール（Ｑ .Pit）」、「棚卸の備品管理業務を劇的に月額3000円～で改善（fineasset）」。
いずれも初期導入費用無料のサービスです。今後も「あれば便利な」サービスを開発、提供していく予定です。

福岡支店

編集・発行／	一般社団法人　福岡県情報サービス産業協会　広報委員会
	 ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｆｉｓａ.ｊｐ/
	 ｅ－ｍａｉｌ：ｆｉｓａ－ｉｎｆｏ＠ｆｉｓａ.ｊｐ
事　務　局／〒８１４－０００１　福岡市早良区百道浜２丁目１番２２号　福岡ＳＲＰセンタービル３階
	 	Ｔｅｌ.０９２（８３２）１３４４　Ｆａｘ.０９２（８４５）１００３
発　行　日／２０１４年１月１日
印　　　刷／社会福祉法人　福岡コロニー

　初春のお慶びを申し上げます。会員皆様の一層のご繁栄を祈念致します。
　今年度後半の日本経済は、引き続き政府の経済対策が下支えとなるほか、消費増税前の駆け込み需要も見込まれており、円安効果で輸出
も緩やかな回復基調が期待でき、年度内の経済は高めの成長が続くと予想されます。しかし、2014年度は、消費増税の影響で、年度前半を
中心に大幅な鈍化を余儀なくされると考えております。また、中小企業の我々には景気回復そのものが中々実感できておりませんが、会員
の皆様と力を合わせてこの状況を乗り越えて参りたいと考えております。そのために FISA ニュースが少しでも会員の皆様の事業発展のお
役に立てればと願っております。
　最後になりましたが、当号発行に際しまして、ご多忙にも係らず、ご協力頂きました関係者の皆様方、並びに原稿をご執筆頂きました皆
様方に、この場をおかりして厚く御礼申し上げます。 （Ｋ．Ｔ）

会員加入状況 FISA会員200社を目標に、会員増強運動中！！
お知り合いの同業者の加入を呼びかけてください。ご紹介いただければ事務局がフォローします。

H25.7.31 H25.8.1～ H25.12.31 H25.12.31 備　　　　　考
現　在 入　会 退　会 変　更 資格喪失 現　在

【入　会】
 H25.12. 1　（正Ａ）株式会社アプロティクス
 H25.12. 1　（賛助）中央システム株式会社　福岡支店

正
会
員
Ａ

北九州・行　橋 13 1 14
福　岡・飯　塚 96 96
久留米・大牟田 4 4

小　　　　　計 113 1 0 0 0 114
正
会
員
Ｂ

北九州・行　橋 0 0
福　岡・飯　塚 34 34
久留米・大牟田 0 0

小　　　　　計 34 0 0 0 0 34
正　会　員　合　計 147 1 0 0 0 148
賛　助　会　 員 33 1 34
全　会　員　合　計 180 2 0 0 0 182

編 集 後 記

新しくなりました！！
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