
 

 

 
平成 23年 10月 28日 

各 位 

西日本シティ銀行 

 

「中国セミナー」の開催について 

西日本シティ銀行（頭取 久保田 勇夫）は、中期経営計画「New Stage 2011～元気よく～」に掲げ
る“知的貢献 海外進出支援”の一環として、ビジネス相手国として関心の高いアジア地域のホットな
情報を地元企業や地域の皆さまに広くお伝えする「アジアセミナー」を毎年継続して開催しておりま
す。 

その第 4回目となる今回は、当行と約10年にわたり業務協力協定を継続している中国銀行（Bank 
of China, 本店：北京）が主催者に加わり、引続き注目度の高い中国の最新経済動向について第一線
の講師、パネリストが有用な情報をお届けする『中国セミナー』を下記のとおり開催いたします。 

第一部の基調講演では、復旦大学経済学院教授で中国人民政治協商会議上海市委員会委員でもある
陳 建安氏に、混迷する世界経済下での中国経済の現状と行方について講演いただきます。また、第二
部のパネル・ディスカッションでは中国で実際にビジネスを展開している企業経営者の皆様をパネリ
ストにお迎えして、中小企業のビジネスチャンスに役立つ情報・ヒントを提供いたします。 

記 

■「中国セミナー」の概要 

日 時 平成 23年 12月 6日（火） 13：00～18：00（受付開始 12：30） 

会 場 ホテル日航福岡 3階 都久志の間（福岡市博多区博多駅前 2丁目 18-25） 

セ ミ ナ ー 
内 容 

13：00～ 主催者 
挨拶 

西日本シティ銀行 頭取 久保田 勇夫 

Bank of China 日本における代表 東京支店長 林
リン

 斯
シ

 氏 
13：20～
（90分）

 

第一部 基調講演 
「混迷する世界経済の下での中国経済の行方」 
◇講師：復旦大学経済学院教授 
        中国人民政治協商会議上海市委員会委員       陳 建安 氏 

15：00～
（90分）

 
 

第二部 パネル・ディスカッション  
「華東地区を中心とした中国における中小企業のビジネスチャンス」 
◇司会・コーディネーター：九州大学大学院経済学研究院教授 平松  拓 氏
◇パネリスト：株式会社南陽 代表取締役社長             武内英一郎 氏 

環境テクノス株式会社 代表取締役社長       鶴田  暁 氏 
株式会社筑水キャニコム 代表取締役副社長   包行義郎 氏 

16：40～
（80分）

第三部 レセプション 

定 員 250名（応募多数の場合は抽選とさせていただきます） 応募締切：11月 22日（火） 

参 加 費 無料（事前のお申込みが必要となります） 

申 込 先 
西日本新聞イベントサービス内「西日本シティ銀行 中国セミナー」係 
TEL：092－711－5491 FAX：092－731－5210 

主 催 西日本シティ銀行・Bank of China・NCBリサーチ＆コンサルティング 

 
  

中期経営計画「New Stage 2011~元気よく~」 
“知的貢献 海外進出支援”  

本件に関するお問い合わせ先 
国際部 グローバルビジネス・サポートセンター 古川・深田 Tel 092-476-2560 



講 師 略 歴 

【 基調講演 】                                敬称略 

 
陳 建安 （Mr. Chen Jian-an） 
復旦大学世界経済研究所専任講師、同大学日本研究センター所長、国際問題研究院副院長などを歴任。2002年より中
国人民政治協商会議上海市委員会委員の公職を兼任。専門分野は国際経済、海外直接投資、東アジア経済。『中国の海
外直接投資受入の経済的効果とその政策調整』『東アジア国際分業システムとその構造的不均衡』など著書と論文多数 
（現職） 復旦大学経済学院教授、中国人民政治協商会議上海市委員会委員 

（経歴）   1982年  復旦大学大学院経済学研究科卒業 
1994年  同大学で博士学位取得。助教授 などを経て 1995年より現職     

 

【 パネル・ディスカッション 】 
 
平松 拓（司会・コーディネーター）   

九州大学大学院経済学研究院教授（産業マネジメント専攻）。東京銀行入行後、UNION BANK（在 Los Angels）、豪州三
菱自動車（在 Adelaide）等、約 8年の海外勤務経験もある国際派。国際通貨研究所主任研究員、東京三菱銀行調査室
次長（経済調査担当）を経験するなど調査畑も長い。 

（現職） 九州大学大学院経済学研究院 教授（産業マネジメント専攻） 
（経歴）   1980年 東京大学経済学部卒業後、東京銀行入行 

2000年 （財）国際通貨研究所 主任研究員 
2003年 東京三菱銀行（現三菱東京 UFJ 銀行）調査室次長（経済調査担当） 
2005年 豪州三菱自動車 財務責任者（CFO）などを経て 2009年より現職 

 

武内 英一郎（パネリスト） 

産業機器の販売、建設機械の販売及びレンタルを中核に事業展開する株式会社南陽 代表取締役社長。2003 年に設立
した南央国際貿易（上海）有限公司をはじめ、中国国内に 4 拠点を構える。今後も子会社を活用しながら、様々な機
械ニーズの高まる中国において市場の拡大を目指している。 

（現職） 株式会社南陽 代表取締役社長 
（経歴）   1986年 ベルモント大学経営学部（米国）卒業後、株式会社南陽入社 

1990年 取締役 
1997年 専務取締役 
2008年 代表取締役（現任） 

 

鶴田 暁 （パネリスト）   

環境先進都市・北九州市に立地する環境総合コンサルタント、環境テクノス株式会社 代表取締役社長。循環型社会の
実現のため、産･官･学･民と連携し様々な活動を展開。中国では 1995年の上海九州環保設備有限公司に続き、2005年
に上海緑環商品検測有限公司を設立、董事長を務める。2008年には大連市にも事務所を開設し事業を展開している。 

（現職） 環境テクノス株式会社 代表取締役社長  
（経歴）  1965年  大阪大学大学院工学研究科応用化学修士課程修了後、八幡化学工業㈱（現新日鉄化学）入社 

1976年  株式会社北九州公害技術センター（現環境テクノス）設立（代表取締役）（現任） 

2010年  北九州環境産業推進会議 環境ビジネス部会長（現任） 

2011年  九州地域環境・リサイクル産業交流プラザ会長（現任） 

包行 義郎 （パネリスト）   

株式会社筑水キャニコム 代表取締役副社長、筑水農機（常州）有限公司 総経理。キャニコム入社後、総務部長を経
て取締役に就任。2010年より同社中国進出を担当し、現在の中国全土を対象に積極的な営業活動を展開中。短期間で
会社設立から工場の開業までを実現した功績を認められ、江蘇省武進区の栄誉市民として表彰を受ける。 

（現職） 株式会社筑水キャニコム 代表取締役副社長  
（経歴）   1973年  福岡大学経済学部卒業後、西田公認会計士事務所に入社。 

       1975年  筑水キャニコム 入社 

       1981年  取締役総務部長 

       1989年  常務取締役 

2005年  専務取締役 などを経て現職。盛和塾福岡塾生。 



『中国セミナー』 参加申込書 

 

 

● 参加ご希望の方は１１月２２日（火）までに下記にてお申し込みください。 
 

申込方法 参加申込方法に関するお問合せ先･･･西日本新聞イベントサービス Tel 092-711-5491 

申込方法 申込先 ご記入事項 締切り 
ハガキ 〒810-0001 福岡市中央区天神 1-4-1-14F 

西日本新聞イベントサービス内 
「西日本シティ銀行 中国セミナー」係  

住所 
氏名 
年齢 
連絡先電話番号 
職業（会社名） 

11月 22日（火）
必着 FAX FAX番号 092-731-5210 

 (下記の申込書をご利用下さい） 
電子メール メールアドレス ncb@nishinippon-event.co.jp 

 

● 事前に聴講券を郵送いたします。 
聴講券の発送をもって参加決定のご通知とさせていただきますので、当日ご持参願います。 

 

 

ＦＡＸ送付先 ： 西日本新聞イベントサービス内「中国セミナー」係 

ＦＡＸ番号  ０９２－７３１－５２１０ 

 

ご住所 
※聴講券送付先 

〒 
 
 
 
 
（TEL）               （FAX） 

お名前（年齢）                         （      ） 

ご職業  

取引店名 

 
 
※当行とお取引がある場合 

※ 本申込書にご記入いただきました個人情報等は、参加者名簿（記録用・講師用）作成など 
本セミナーの管理・運営以外に使用いたしません。 

 

 

以 上 


