
平成 26年度 事業報告 

1. 人材育成事業 

(1) KIP スクール 
研修ニーズ調査(アンケート・ヒアリング)の結果をもとに、研修内容・開催時期を検討した
うえで「KIP スクール」を企画、開催した。 

研修名 日 程 受講料 受講者 満足度
C#.NET入門コース 5 月 19日 21 日(3 日間) 4,000 円 7 名 4.0 

Java 入門コース 6月 16日 18 日(3 日間) 4,000 円 7名 4.1
Java 基礎コース 7月 14日 16 日(3 日間) 4,000 円 13名 4.5
Java 入門 5日間コース 3月 26日 30 日(5 日間) 7,000 円 12名 4.4

※講師は、ムツミ情報教育研究所 中村 睦美 氏 

(2) IT 大学校 
ヒューマンメディア財団が主催する「IT大学校」を活用して研修を行った。 

① 情報セキュリティセミナー（9月 3日・17日、2日間）  
受講料：2,000 円 
KIP 会員からの申込み：7名（5社）／10名 

② はじめてのAndroid アプリ開発体験講座（10月土曜日、4日間） 
受講料：10,000 円 
KIP 会員からの申込み：1名（1社）／11名 

③ ホームページ作成講座（11月土曜日、4日間） 
受講料：10,000 円 
KIP 会員からの申込み：なし 

④ ビッグデータ利活用人材育成講座 (1 月 29日 30 日、2日間) 
受講料：10,000 円 
KIP 会員からの申込み：5名（4社）／7名 

⑤ 実践型プロジェクトマネジメント講座(2月 24日~25日、2日間) 
受講料：10,000 円 
KIP 会員からの申込み：5名（3社）／9名 



2. 交流事業 

(1) KIP サロン 
① 総会 
開催日 平成 26年 6月 9日(月) 
会場 ヒューマンメディア財団ビル 1F マルチメディアホール 

講演会 
テーマ：「3Dプリンターの仕組みと可能性」 
講 師：九州共立大学 水井 雅彦 氏 
参加者：42名 

懇親会 参加者：44名 

② 忘年会 
開催日 平成 26年 11月 28日(金) 
会場 ヒューマンメディア財団ビル 1F マルチメディアホール 

講演会 

テーマ 1： 
「忙しい人もすぐ実践できる！知って得する食改善の豆知識」 
      講師：シニア野菜ソムリエ 久保 ゆりか 氏 
テーマ 2： 
「メタボに克つ！スーツを素敵に着こなすための簡単エクササイズ」 
      講師：加圧トレーナー 猪野 美由紀氏 

参加者：42名 
懇親会 参加者：40名 

(2) 経営者交流会 
① ゴルフ会 

開催日 平成 26年 11月 3日（祝） 
会 場 若松ゴルフ倶楽部 
参加者 9 名 

② 勉強会 
開催日 平成 27年 3月 2日(月) 
会 場 ヒューマンメディア財団ビル 2F セミナールーム 

講演会 
テーマ：「ヒューマンメディア財団の目指しているもの」 
講 師：(公財)九州ヒューマンメディア創造センター 
        理事長 髙橋 孝司氏 

参加者 25 名 

懇親会 地どり鍋処 なんやかん屋 
参加者：13名 



(3) プレゼン大会 
開催日 平成 26年 11月 11日(火) 
会場 fabbit（小倉北区浅野 2-14-3） ※プレゼン大会・懇親会とも 

参加者 発表者：KIP 会員 3社、KIP 会員外 3社 
聴講参加者：37名 

懇親会 参加者：16名 

(4) パワジェネ交流会 
開催日 平成 27年 2月 19日(木) 

内容 
「洞海湾工場夜景クルーズ＆交流会」 
クルーズ：ジャパン九州ツーリスト（株） 
懇親会会場：北九州八幡ロイヤルホテル 

参加者 26 名 

(5) 意見交換会 
開催日 平成 26年 12月 17日（水） 
会 場 ヒューマンメディア財団ビル 2F 会議室 
内容 大久保副会長による会員企業ヒアリング調査をうけての意見交換会 
参加者 8 名 

3. 広報事業 

(1) ホームページ  
・KIP スクール、高度人材育成事業研修の開催情報等を随時更新した。 

(2) パンフレット 
・掲載内容や会員名簿の更新等を行った。 

(3) 情報提供 
・他団体から寄せられる情報を、メーリングリストを活用して会員に随時提供した。 



◆ 総 会 

(1) 通常総会 
開催日 平成 26年 6月 9日(月) 
会 場 ヒューマンメディア財団ビル マルチメディアホール 

内容 

・規約の改正について 
・役員の選任について 
・平成 25年度事業報告及び収支決算について 
・平成 26年度事業計画及び収支予算について

参加者 42 名 

◆ 理事会・WG会議 

(1) 理事会 
日程 主な議題 

第 1回 平成 26年 5月 21日(水) 
・平成 26年度通常総会について 
・低炭素社会づくりの取り組みについて 
  城野ゼロ・カーボン先進街区の整備

第 2回 平成 26年 8月 27日(水) 
・平成 26年度事業報告(4月 8 月) 
・交流事業について 
・KIP スクールについて 等 

第 3回 平成 27年 3月 19日(木) ・平成 26年度事業報告 
・平成 27年度事業計画（予算編成方針）等 

(2) WG会議 
日程 主な議題 

第 1回 平成 26年 6月 20日(金) 
・KIP 平成 26年度事業計画について 
・若手社員交流会と中堅社員交流会について 
・プレゼン大会について 等 

第 2回 平成 26年 9月 12日(金) 
・交流事業のスケジュール 
・プレゼン大会について 
・KIP サロンについて 等 

第 3回 平成 26年 9月 19日(金) ・プレゼン大会会場視察と打合せ 
第 4回 平成 26年 11月 12日(水) ・パワジェネ交流会打合せ 
第 5回 平成 26年 11月 28日(金) ・KIP サロン打合せ 
第 6回 平成 27年 1月 15日(木) ・パワジェネ交流会打合せ 

この他、ML等を利用して打合せ、報告等を行った。 



4. 会員について 

（１） 退会 
正会員 

株式会社 ワードシステム  （2月 13日・本社移転のため） 
株式会社 アズテックシステム  （3月 10日・社内事情） 

賛助会員 
株式会社ソフトサービス ライフケア （3月 19日・社内事情） 
日鉄住金テックスエンジ株式会社  （4月 6日・社内事情） 

団体会員 
北九州ソフトウェア研究会  （3月 31日・社内事情） 

（２） 入会 
検討中 1企業、１団体 

（３） 会員数  

年度当初 年度末 増減
全会員数 58社 53社 -5
正会員数 30社 28社 -2
賛助会員数 26社 24社 -2
団体会員数 2団体 1団体 -1


