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福岡県教育委員会賞審査委員長賞

「第 14 回ＣＧコンテスト」福岡県知事賞　百道浜小学校４年　藤原　紅梅さん

ギラヴァンツ北九州賞

福岡ソフトバンクホークス賞

アビスパ福岡賞

コカ・コーラ レッドスパークス賞

ライジングゼファーフクオカ賞



氏　名 会員名 役職名
会    長 藤本　宏文 株式会社 シティアスコム 代表取締役社長

副 会 長
中村　祐二 株式会社 テクノ・カルチャー・システム 代表取締役社長
平石　大助 Gcomホールディングス 株式会社 代表取締役社長
山﨑　正幸 九電ビジネスソリューションズ 株式会社 相談役

理    事

青谷　哲也 日本システムスタデイ 株式会社 代表取締役社長
麻上　俊泰 株式会社 エーエスエー・システムズ 代表取締役社長
安達　継巳 株式会社 九州DTS 代表取締役社長
遠藤　史朗 フォーサイトシステム 株式会社 代表取締役社長
大石　一広 株式会社 麻生情報システム 代表取締役専務
狩野　芳徳 NTTデータNCB 株式会社 代表取締役社長
幸田　好和 株式会社 BCC 相談役
小林　　勝 株式会社 FCCテクノ 代表取締役社長
髙木　友輔 西部ガス情報システム 株式会社 代表取締役社長
都合　慎一 西鉄情報システム 株式会社 代表取締役社長
長濵　好数 株式会社 ソルネット 代表取締役社長
西妻　安治 福岡コンピューターサービス 株式会社 代表取締役社長
真鍋　順一 株式会社 ニシコン 代表取締役社長
宮下　英之 SCSK九州 株式会社 代表取締役社長

専務理事 山田　正秀 （一社）福岡県情報サービス産業協会 専務理事兼事務局長

監    事 桐原　一広 富士通エフ･アイ･ピー 株式会社　九州支社 支社長
村上　浩一 九州NSソリューションズ 株式会社 代表取締役社長

※任期：令和元年６月12日～令和３年通常総会

（氏名　五十音順）

　会員の皆様におかれましては、日々ご活躍のこととお慶び申し上げます。
　平素は会の運営にご協力頂きまして、誠にありがとうございます。
　さて、総会の席でも申し上げましたが、我々の業界は上げ潮の状況にありますが、人材が確保できず、思ったよ
うに波に乗れないといった企業さんも多いのではないかと思います。
　経済産業省は「2025年の崖」ということをしきりに言っております。これは現在のままの状態を続けていると、
①人材不足は2025年には43万人へと拡大する。しかも高齢化する。②基幹システム等が老朽化、肥大化、ブラッ
クボックス化してデジタル化対応できない。③SAPのERPのサポートが終了する。これらが2025年に一気に到来
して、デジタル化できない場合、日本の経済損失は12兆円であると警鐘しているものです。
　このことの意味するところは２点だと思います。
　一つは短期的には我々の受託開発案件は増加すると思われることです。
　確かに弊社におきましても2024年までに現行システムを作り直したいので協
力して欲しいといった類の話が大手企業から聞こえてくるようになりました。
　もう一つは、そのシステム対応が終わったら受託開発案件は激減するのではな
いかということです。我々は案件のある今こそ、将来に亘った手を打つべき時です。
　担うべき人材不足は新卒採用に向けての合同説明会を更に充実させていき、
中途採用やベトナム人材の利用等につきましても今年度力を入れて参ります。
　新しい技術の習得につきましては、ふくおかクラウドアライアンスの活動を
中心として習得機会の増加に取り組んで参ります。
　会員の皆様方の企業が、将来に向けて体力を強化し、益々発展されていくよう
取り組んで参りたいと思います。何なりとご意見・ご相談頂きますようお願い
申し上げます。

ごあいさつ 一般社団法人
　福岡県情報サービス産業協会

会 長　藤 本　宏 文

理事（19名）・監事（2名） 名簿
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委員会・プロジェクトチームの委員長（チーフ）紹介

平成31年１月１日 平成31年１月１日～令和１年８月１日 令和１年８月１日
現　在 入　会 退　会 変　更 資格喪失 現　在

正　会　員 156 ５ ６ ０ ０ 155
賛助会員 27 １ １ ０ ０ 27
合　　計 183 ６ ７ ０ ０ 182

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。事務局がフォローいたします。

【入　会】	 H31.4.1（正会員）ニシヨリ株式会社
	 H31.4.1（正会員）ジャパニアス株式会社　福岡営業所
	 R01.6.1（正会員）株式会社なうデータ研究所
	 R01.6.1（正会員）FPTジャパンホールディング株式会社
	 福岡事業所
	 R01.8.1（正会員）キューアンドエーワークス株式会社　福岡支店
	 R01.8.1（賛　助）AJS株式会社　九州支店

【退　会】	 H31.3.31（正会員）JR九州システムソリューションズ株式会社
	 H31.3.31（正会員）株式会社新日本企画
	 H31.3.31（正会員）アイフォーコム株式会社　九州支社
	 H31.3.31（正会員）株式会社大塚商会　九州支店
	 H31.3.31（正会員）株式会社九州ジャコス　福岡支店
	 H31.3.31（正会員）FutureOne株式会社　福岡支店
	 H31.3.31（賛　助）特定非営利活動法人　日本情報技術取引所

　協会全般の運営と課題の解決、講演会の
開催、他の機関との交流活動を推進してお
ります。
　メンバーは現在61社です。他の委員会とも連
携、協力しながら、皆様に必要とされる活動を実
施したいと考えております。ご協力お願いします。

■企画調査委員会（メンバー　61社）
　委 員 長　　牛島　賢二　　㈱サンレイズ

　深刻化する人材不足や技術革新など新し
い時代の変化に対応した活動を心掛けてい
ます。若年層向け教育や研修事業の充実を
図り次世代を担う人材育成の一助となれる
よう、皆様にとって有意義な活動と情報発
信に努めてまいります。

■教育委員会（メンバー　44社）
　委 員 長　　木原　義宏　　㈱BCC

　今年度より広報委員長をやらせていただ
くことになりました。広報の活動に関わっ
てからの日も浅く、重責に身を震わせてお
りますが皆様方のお力をお借りして務めて
参りたいと思っております。よろしくお願
いいたします。

■広報委員会（メンバー　42社）
　委 員 長　　村崎　博英　　㈱アンクル

　団体定期保険加入促進、各種セミナー
（ワークライフバランス、メンタルヘルス）、
健康促進のための新たなレクリエーション
導入等を通して「会員企業の福利厚生の充
実・職場環境改善支援」のお役に立てる様
に取り組んで参ります。

■厚生委員会（メンバー　33社）
　委 員 長　　住本　正司　　キヤノンアルゴスロジック㈱

　主な事業は「ふくおかクラウドアライア
ンス」です。７年目の今年の目標は、参加
者1,000名、累計5,500名です。扱うテーマ
は、DX・キャッシュレス決済など、最新
の技術やサービスを紹介し、皆様のスキル
アップとビジネス創造をご支援します。

■ビジネス開発委員会（メンバー　14社）
　委 員 長　　柴田　健二　　麻生教育サービス㈱

　本年度からチーフに就任しました。当チー
ムは、会員企業の経営課題である人材確保を
目的に、IT業界特別講義とFISA合同企業説
明会の２本柱で活動しており、毎年採用実績
も出るなど高い評価を得ています。今後とも
よろしくお願いします。

■産学連携推進チーム（メンバー　13社）
　チ ー フ 　　土井　隆徳　　㈱ジャステック　福岡営業所

　本年度からチーフを務めさせていただき
ます。前回は、皆様のご協力により大変盛
況で、どの作品も素晴らしく、審査会では、
皆が悩む状況でした。今回も、引き続きチー
ム一丸となって頑張りますので、よろしく
お願いします。

■CGコンテスト企画チーム（メンバー　９社）
　チ ー フ 　　矢島　大介　　SCSK九州㈱

　４月に当協会に参りまして以来、悪戦苦
闘の連続ですが、周りの方々に助けていた
だきながら一歩ずつ進んでいます。微力で
はありますが、新しい出会いを大切に頑
張っていく所存ですので、どうかよろしく
お願いします。

FISA新専務理事兼事務局長のご紹介
　専務理事兼事務局長　　山田　正秀
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FISA イベント報告

１．テーマ（今回は３テーマから選択）
　 　「ぼくのゆめ、わたしのゆめ」・「住んでみたい　みらいの町」・「あったらいいなこんなイベント」
２．応募作品数：応募総数 1,867点　応募校数 92校
　＜地域別＞

・北九州地区 62校 1,314点 （70.4％） ・筑豊地区 ５校 179点 （9.6％）
・福岡地区 22校 352点 （18.8％） ・筑後地区 ３校 22点 （1.2％）

３．審査日 ： 平成31年１月１1日（金）
　　審 査 委 員 長：源田悦夫様（神戸芸術工科大学教授・九州大学名誉教授）
　　審査副委員長：中村学様（福岡県教育庁 教育振興部義務教育課 指導主事）
　　審　査　委　員：（一社）福岡県情報サービス産業協会ＣＧコンテスト企画チーム員

４．入賞作品　

・県知事賞（１点）　　　百道浜小学校　４年　藤原　紅梅さん
・審査委員長賞（１点）　高見小学校　　６年　中松　柚乃さん
・福岡県教育委員会賞（各学年１点） ・福岡県情報サービス産業協会賞（各学年１点）
・アビスパ福岡賞（各学年１点） ・福岡ソフトバンクホークス賞（各学年１点）
・ギラヴァンツ北九州賞（各学年１点） ・ライジングゼファーフクオカ賞（各学年１点）
・コカ・コーラ レッドスパークス賞（各学年１点）・入選199点（各学年１割程度）

５．作品展示会
　　 　平成31年２月27日（水）～３月５日（火）北九州芸術劇場　市民ギャラリー（リ

バーウォーク５Ｆ）にて開催し、７日間で 411名 の方にご来場いただきました。
　　　福岡県知事賞をはじめ、優秀作品44点 + 入選199点を展示しました。

「第14回ふくおか ･ ゆめ ･ みらい ＣＧコンテスト」の開催

4

審査会

北九州芸術劇場　市民ギャラリー

　平成31年度FISA春季合同企業説明会を開催致しました。今回は、前年比１
校増の全５校にて開催することができ、多くの企業･学生にご参加頂きました。
　開催後のアンケート結果では、企業からは「IT業界に興味を持つ学生と直接コ
ミュニケーションを持つことができるイベントはとても貴重。秋も含めて今後も合
説を継続して欲しい。」、学生からも「地元のIT企業への就職を希望しているので有
意義。業者主催の合説には出ない企業を知ることができた。学校で開催されるので
便利。」と好評な意見が多数でした。また、本企画は各校からの評価と期待が高く、
教授並びに就職課の皆様方に多大なるご協力を頂いていると共に、昨年度採用者
総数が29名に至ったこともあり今後も継続してお願いしたい旨のご依頼を頂いて
おります。今年も秋頃に、複数大学にて「FISA秋季合同企業説明会」を実施すべく、現在計画推進中です。是非ご参加ください。
　我々、産学連携推進チームは、この「合同企業説明会」や今年で10回目を迎える「IT業界特別講義」が業界および会
員企業の存在感や知名度を高めているものと自負しており、会員企業様にはそのメリットを十二分にご活用頂くとと
もに、今後もFISA事業活動へのご協力を頂きますよう、よろしくお願いいたします。

「FISA 春季合同企業説明会」の開催 （ 産学連携推進チーム ）

開 催 大 学 開催日 参加企業数 参加学生数 参加学生数（のべ人数）

福 岡 大 学 3月  7日（木） 52社 38名   82名
九州工業大学 3月20日（水） 32社   4名   13名
九州産業大学 3月22日（金） 27社 38名   46名
福岡工業大学 4月24日（水）・25日（木） 50社 48名 146名
北九州市立大学 5月10日（金） 23社   5名     9名



　６月６日（木）麻生飯塚ゴルフ倶楽部にて開催しました。役員チーム（５
名）、企画調査チーム（４名）、教育チーム（５名）、広報チーム（５名）の合計
19名でのラウンドとなりました。当初は雨の予報でしたが、参加者の日頃
の行いがよく、晴れの天気となり、「笑いあり・修行あり」と楽しく過ごす
事が出来ました。また、賞品については多くのご協賛をいただき、誠にあり
がとうございました。この場をお借りしてお礼申し上げます。
　次回も沢山の方のご参加をお待ちしております。

【成　績】（団体）優　 勝：役員チーム
準 優 勝：企画調査委員会

（個人）１　 位：藤本　宏文（役員：シティアスコム）
２　 位：大石　一広（役員：麻生情報システム）
３　 位：松尾　祐樹（企画調査：テクノ･カルチャー･システム）
ベスグロ：大石　一広（役員：麻生情報システム）

※ 次回は広報委員会の担当で秋に開催の予定です。

第33回 役員・委員会対抗ゴルフコンペの開催 （幹事：教育委員会）

　６月25日（火）・26日（水）の両日、福岡国際会議場において「未来 Innovation 
in 九州 2019」を開催いたしました。
　昨年まで開催していた「ビジネスショウ＆エコフェア」の流れを汲む新たな展示
会です。持続可能な社会の実現に向けて、AIやIoTを用いたビジネスソリューショ
ンや、海洋プラスチックを始めとした世界規模の課題への取り組み事例等、新たな
可能性を発信できる場として、出展者数61社・団体、来場者は２日間合計で2,648
名に足を運んでいただきました。本年２月に福岡市にて国際大会が開催された「ｅ
スポーツ」を高さ約７メートルの巨大スクリーンと光と音で体感できるエリアを設置
し、注目を集めました。その他にも、話した言葉が文字データとなる議事録システムや、ドローンを駆使したIoTの新サービス、
屋外での現場作業員向けのソリューションなど、これからの未来を見据えた機器やサービスが一堂に展示・実演されました。

　同時開催された講演会・セミナーでは、聴講者の大きな関心を集めました。
　また、開催初日の25日（火）には、福岡国際会議場１階「ラコンテ」において、
出会いと交流の場を提供する「名刺交換懇親パーティ」を開催いたしました。主
催団体の一般社団法人日本経営協会　岡島理事長、大久保常務理事、FISA藤本
会長にご挨拶をいただきました。
　出展企業、FISA会員企業合わせて46社103名の方々が参加され、異業種交流
を深める集いとなりました。

「未来 Innovation in 九州2019」の開催

　FISAでは、今年度も、㈱アジア福岡パートナーズなどとの共催のもと、VNITO（ベトナムのソフトウェア開発会社で構成さ
れる組織。FISAは昨年度パートナーシップ覚書を締結している。）傘下の企業を迎え、以下のとおり商談会を開催しました。
　今年で３回目となるこの商談会は、年々充実さを増しており、FISAの会員企業も昨年の４社を上回る７社が参加しました。
　商談会の冒頭には、FISAの中村副会長（㈱テクノ・カルチャー・システム代表取締役）が歓迎のあいさつを行
い、その後、商談会、懇親会と活発な交流が行われました。
　今回、初めて参加した会員企業の方からは、「ベトナムのIT企業の状況を、直に聞く
ことができ、大変参考になった。」などの声も聞かれ、有意義な商談会となりました。

～　商談会の概要　～ ・主　　催 FISA、㈱アジア福岡パートナーズ、VNITO、QTSC
・共　　催 ㈱ちくぎん地域経済研究所
・日　　時 令和元年7月10日（水）　13時30分～
・場　　所 八仙閣（福岡市）
・参加企業 ベトナム側　14社　　日本側　19社

「ベトナムＩＣＴネットワーキング」の開催
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シリーズ「わが社のホープ」

　麻生教育サービスに入社して1年目の私は、営業として、主に企業の人材育成に係る研修の企画・提案
業務に携わっています。前職は建設資材のメーカーで営業職として勤務していましたが、教育・研修に興
味を持ち、一念発起し、この業界に飛び込みました。お客様の幅広いニーズに応じた人材育成メニューを
提供するために、日々勉強が必要であり、常に自発的に様々な情報を取り入れることを心がけています。
　まだまだ経験も浅く未熟ではありますが、お客様が求めているものは何か、どのような研修を行え
ばお客様の抱えている課題の解決に繋がるかなど、ニーズを的確に掴み、お客様のお役に立つ研修
を数多く企画・提案していきたいです。仕事を通して、人として更なる成長をしたいと考えています。

麻生教育サービス　株式会社
総合人材サービス事業部　　竹　尾　隆　善

　入社して５年目の私は、入社以来、システム部としてシステムの設計、開発、保守だけでなく、
お客様と打合せを行ったり、サーバー・PCの設定、ネット環境の設定など幅広い業務を行って
います。そのため「コミュニケーション能力」「技術的能力」「マネジメント能力」など幅広い能
力が必要となります。適切なシステムの提案、専門知識を元に様々なリスクや課題解決に必要な

「技術的能力」は特に必要不可欠だと感じており、日々勉強が欠かせません。
　今まで培ったスキルに加え、これから身に付けるスキルを十二分に発揮し、お客様から「あり
がとう」と言ってもらえるように日々努力して頑張っていきたいと思います。

西日本オフィスメーション　株式会社
ソリューションシステム部　　伊　藤　仁　貴

　この度キヤノンアルゴスロジック株式会社へ入社いたしました。新人研修では、話し合って意
見を一つにまとめること、作業を丁寧かつ迅速に行い、期間内に完璧に仕上げることの難しさを
痛感しました。今後社会に出て、同じ轍を踏まないよう、先輩方を見て学び、一人前として仕事
を任せてもらえるように努力していきたいです。学生から社会人という、責任のある行動を求め
られる立場に変わりましたが、学生時代から求められた、課題を解決するために努力する姿勢は、
今後も必要なものとなります。この姿勢は忘れずに努力し続けたいです。

キヤノンアルゴスロジック　株式会社
システム開発２部　　生　田　義　貴

　入社１０年目のシステムエンジニアです。「仕事も楽しく」をモットーに日々の仕事に取り組んでいます。
　私の主な業務内容は、量販店向けＰＯＳレジシステムのカスタム開発を行っております。２年間の発注元
での修行を経て、自社で持ち帰り開発が行えるようになり、当初は上司と２人のチームでしたが、今では部
下が６人増え、総勢８人のチームになりました。部下が１人増えるたびに責任とプレッシャーを感じています。
　チームが拡大しているのもメンバー皆の力を合わせて苦難を乗り越え、顧客からの信頼を得ること
ができたからだと思います。これからもチームワークを活かして、さまざまな仕事に取り組みチーム拡
大を目指します。

株式会社　サンレイズ
システム開発部システム開発第２課　　西 地　祐 也



新 規 会 員 紹 介

ジャパニアス株式会社
福岡営業所

■ 代表者 代表取締役社長 日坂 良

■ 所在地 福岡市博多区博多駅前１丁目 番 号

博多駅前センタービル

■ ＴＥＬ ■ ＦＡＸ

■ ＵＲＬ

■ セールスポイント

クライアントの要望に沿ったスキル要件をヒアリ
ングし幅広い技術領域から最適なソリューション
サービスを提供します。

新規会員紹介 

  
          

 

 

          

       株式会社なうデータ研究所 

 

 

■代表者役職・氏名 代表取締役社長 升岡勝友 
■所在地 福岡市博多区博多駅前 4-2-20  

  博多駅前 C-9 ビル 8F 
■TEL・FAX 092-409-8255・092-409-8253 

■URL  https://www.nau.co.jp/ 

■セールスポイント（事業内容等） 
 
 わたしたちは「ビジネスルールエンジンを用いて様々なビジ

ネスシーンの意思決定における高度な判断を支援し、お

客様の業務効率向上・知的生産性向上に貢献するこ

と」をミッションとしています。産学連携により生まれたビジネ

スルールエンジン「NaU DSP」を通じて、お客様と社会とわ

たしたち会社のメンバー全員が連携して、明るく元気にな

れる新しい AI社会の実現を目指しています。 

 

 

■代表者　代表取締役社長　日坂　良

■所在地　福岡市博多区博多駅前１丁目14番16号

　　　　　博多駅前センタービル6F

■ＴＥＬ　092-710-4408　　■ＦＡＸ　092-710-4409

■ＵＲＬ　https://jna.co.jp/

■セールスポイント

　�クライアントの要望に沿ったスキル要件をヒアリングし、幅広い

技術領域から最適なソリューションサービスを提供します。

■代表者　代表取締役社長　グェン・ヴェット・ヴォン（Nguyen�Viet�Vuong）

■本社：東京都港区芝公園１-7-6　KDX浜松町プレイス6F

　　ＴＥＬ：03-6634-6869

　　Email：fjp.contact@fsoft.com.vn

■福岡事業所：福岡県福岡市博多区博多駅東１-12-６　花村ビル８F

　　ＴＥＬ　092-452-9911

■ＵＲＬ　https://www.fpt-software.jp/

■企業概要

　FPTジャパンホールディングスは、東南アジア最大のICT企業、

設立20周年を超えたFPTソフトウェアの日本法人です。「オフ

ショア開発」の受託を専門とする独立系のシステムインテグレー

ターとして2005年に日本法人は設

立され、1,500人を超える従業員

（2019年４月現在）を擁しており

ます。近年は「デジタル変革（デジ

タルトランスフォーメーション）」

を事業戦略として掲げ、AIやIoT、さ

らにRPAなどの最新テクノロジーに

より、日本のお客様の事業発展に貢

献しております。

　情報システム部では､Ｌ
ＰＧ販売管理ソフトウェア
「ガス吉くん」を中心にコ
ンサルティングからハード
ウェア選定、ネットワーク
環境構築、システム開発、
導入教育といった情報関連
のシステム販売事業を行
なっております。
　また､導入後の運用サ
ポート、サプライ品の供給
などアフターメンテサービ
スも提供しています。

■代表者　代表取締役社長　池田　靖彦
■所在地　久留米市南１丁目11番２号
■ＴＥＬ　0942-33-3024　　■ＦＡＸ　0942-31-8896
■ＵＲＬ　http://www.nishiyori.co.jp/
■セールスポイント

■代表者　代表取締役社長　升岡　勝友

■所在地　福岡市博多区博多駅前４-２-20

　　　　　博多駅前C-９ビル８F

■ＴＥＬ　092-409-8255　　■ＦＡＸ　092-409-8253

■ＵＲＬ　https://www.nau.co.jp/

■セールスポイント

　�　わたしたちは「ビジネスルールエンジンを用いて様々なビジ

ネスシーンの意思決定における高度な判断を支援し、お客様の

業務効率向上・知的生産性向上に貢献すること」をミッション

としています。産学連携により生まれたビジネスルールエンジ

ン「NaU�DSP」を通じて、お客様と社会とわたしたち会社の

メンバー全員が連携して、明るく元気になれる新しいAI社会の

実現を目指しています。

　繊維事業部

　パック事業部

　情報システム事業部（ISO登録外）

 
 

FPTジャパンホールディングス株式会社 
福岡事業所 

 
 

■ 代表者 アカウントマネージャー ゴ・トゥ・フェン 

■ 所在地 福岡市博多区博多駅東１丁目 12番 6号 

■ ＴＥＬ 092-452-9911 ■ ＦＡＸ 092-452-9912 

■ ＵＲＬ https://www.fpt-software.jp/ 

■ セールスポイント 

 
「お客様のデジタルトランス 

フォーメーションをご一緒に」  
 
ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社は、ベトナム最大の

IT 企業であるＦＰＴソフトウェア株式会社の日本法人です。ベト
ナムと日本両国の文化・経済・知識の交流の懸け橋となり日本のお
客様に最高のバリューを提供するため、そして、現在世界で最もダ
イナミックな経済圏である東南アジアへと事業拡大を目指す日本
企業への門戸となるべく、2005年に設立されました。 
ベトナムと日本は親和性が非常に高く、かつ、相互補完関係とな

れる国です。日本には、コアテクノロジー、ナレッジ、資金、イン
フラ、そして国際競争力があります。ベトナムには、勤勉で創造性
と柔軟性に富み、日本のような世界のトップを行く国と肩を並べ
られるように、成長したいと熱望する若者が大勢おります。 
この両国が連携をすることにより、日々激しくなる競争と、予想

もつかないほどに目まぐるしく変化する環境においても、より競
争力の高い製品やソリューションをつくり出すことが出来ると確
信しております。 
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　暑中お見舞い申し上げます。会員皆様の一層のご繁栄を祈念致します。
　今年の九州北部での梅雨入りは、統計が開始された1951年以降で最も遅い記録となりました。昨今の
集中豪雨、地震などと同様に自然をコントロールする事は難しいですが、ICT技術を活用し自然環境を守
る取り組みが大事なのではないでしょうか。
　当号では、13号ぶりにシリーズ「わが社のホープ」を掲載しております。協会内での活動内容とは別に、
会員企業様の情報発信・情報共有の場としてFISAニュースがお役に立てれば幸いです。
　最後に、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、厚く御礼申し上げます。 （K.H）

編
集
後
記

　６月12日（水）に、西鉄グランドホテルにおいて、令和元年度通常総会
及び講演会、懇親会を、以下のとおり開催しました。
　なお、総会における決議事項は、いずれも原案のとおり承認されました。

　女性の積極的登用で組織に活力を！」
をテーマに、元ＲＫＢアナウンサーで、
現在「大野城まどかぴあ」
の館長をされている林田
スマ様に御講演いただき
大変好評でした。

　講演会後には、御来賓として九州経済産
業局地域経済部情報政策課長の平川様、福
岡県企画地域振興部情報政策課長の古保
里様、同企画監の道脇様、福岡県商工部新
産業振興課企画監の苗井様に御出席いた
だき、盛大に懇親会を開催しました。

総　　会

講 演 会 懇 親 会

～ 来年度から、会費が改定されます！！ ～
　当協会の会費は、当協会が社団法人となりました平成７年以前の「福岡県ソフトウェア協議会」の頃から同額
となっています。近年、当協会では会員の皆様の負託に応えるべく様々な事業を積極的に展開しています。
　また、今後も、第５期中期事業計画に基づき、精力的に各事業を実施していくこととしており、このために必
要な財源確保のため、次のとおり会費を改定することとなりました。

現　　　行 令和２年度４月から
正 会 員　年額　６万円 正 会 員　年額　１０万円
賛助会員　年額　３万円 賛助会員　年額　　６万円➡
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【報告事項】
　■ 平成30年度事業報告
　　 　平成30年度の事業実施状況について、各委員会及び委員会横断チームから報告がありました。
　■令和元年度事業計画及び収支予算
　　 　令和元年度は、第5期中期事業計画の初年度でもあり、対前年度76万円余の増となる2,568万円余

の事業費予算を措置しました。
【決議事項】
　■第1号議案　平成30年度収支決算承認の件
　　 　平成30年度決算は、経常収益31 ,037千円余、経常費用32 ,149千円で

差し引き1,112千円余のマイナスとなり、正味財産期末残高は4,943千
円余となりました。

　■第2号議案　任期満了に伴う理事・監事選任の件
　　　理事19名（新任2名）、監事2名が選任されました。
　■第3号議案　会費改定の件
　　　令和２年度から、正会員10万円、賛助会員6万円とすることが決まりました。

【表彰】
　「ふくおかクラウドアライアンス」
の活動による功績により、ビジネス開
発委員会の
前正副委員
長である森
氏と柴田氏
が表彰され
ました。

髙木　新理事


