新しい女性のビジネス、魅力のベトナム産業団地を見てみよう！

かわさきグローバルセミナー2013
魅力のアジアテクノセンター紹介、ベトナム編
＆ なでしこ起業家シンポジウム
アジア起業家村 2013 新年交流会併催
アジアのチェインジメーカーズに挑むなでしこ起業家！
そしてアジア起業家と日本中小企業がコラボする出城を創造する

これまで、地球的視野から２１世紀の循環型社会の形成を目指して、ものづくりと環境産業の
育成、人づくりと福祉・文化産業の育成という立場から川崎臨海部を国際的な起業家の街「アジ
ア起業家村」にすることこそが、アジアに「貢献して稼げる」日本産業再生の道筋になるのでは
ないか、という視点でアジア起業家村構想を進めてきました。
今回は、視点を変えて第１部では女性の視点から、第 2 部では海外進出先の拠点はどうあるべ
きかの視点からセミナーを開催いたします。
第１部では、社会の問題点、課題、ニーズからビジネスを立ち上げるチェンジメーカーズに期
待を寄せるアショカ財団。そのアショカ財団が、はじめて日本でのシニアフェローに女性起業家、
片山ます江氏を選出しました。この片山氏を囲み、香港からアジアの女性起業家を見てきた古田
茂美氏、そしてアジア起業家村で創業し、日本のニートにアジアンシャワーを浴びさせるビジネ
スモデルを構築する安藤ゆかり氏、最後は、日本の男社会の酒宴を茶宴に変えて、女性や男性に
も対等の社交を築き、アジアにもその思想を拡大しようとする吉本桂子氏をパネリストに迎えて、
なでしこ起業家のアジアへの挑戦が引籠りの日本をアジアへ導けるか、探ります。
第 2 部では、日本の中小企業の海外進出を支援する出城はどうあるべきか、現在ベトナムで展
開をしている産業団地、貸工場をその経営をする企業から紹介を受けながら、魅力ある産業団地
（アジアテクノセンター）の姿を探ります。
第１・２部を通して、日本からアジアマーケットに挑むミッションや考え方、アジアビジネス
展開のためのインフラ整備について検討し、グローカルに結ぶ地域経済の振興に資する議論を展
開いたします。
第 3 部は、ＮＰＯ法人アジア起業家村の新年交流会を兼ねて、第１部や 2 部の参加者を含め、
今年の新年春節を祝賀し、アジア起業家を輩出するアジアテクノセンター構想、そしてアジアビ
ジネスの第 1 部・2 部での議論を深め、豊富を語りあいたいと存じます。奮ってご参加ください。
◎ 開催概要
日 時：平成 25 年 2 月 12 日(火)
１３時００分～１９時３０分
会 場：川崎市産業振興会館９階第 3 研修室（終了後の交流会は、4 階展示室）
川崎市幸区堀川町 66－20
主 催：ＮＰＯ法人アジア起業家村推進機構、京浜多摩和僑会
後 援：神奈川県、川崎市、川崎商工会議所、神奈川県中小企業団体中央会、公益財団法
人神奈川産業振興センター、公益財団法人川崎市産業振興財団、川崎市工業団体
連合会、川崎日中産業交流協会、香港貿易発展局、JETRO 横浜貿易情報センター
定 員：９０名 参加費：第１・２部（セミナー）
1,000 円（資料代）／人
第１～３部（セミナー・交流会）3,000 円／人

シンポジウム次第
シンポジウム次第
第１部 アジアのなでしこ
アジアのなでしこ起業家
のなでしこ起業家に
起業家に期待する
期待する

総合司会 ＮＰＯ法人アジア起業家村推進機構専務理事兼事務局長 牟田口雄彦
【主催者挨拶】
ＮＰＯ法人アジア起業家村推進機構理事長
寺尾 巖
【来賓ご挨拶】
川崎市長
阿部 孝夫氏
川崎商工会議所会頭
山田 長満氏
１３：２０～１３：５０
テーマ（仮題）「香港から見たーなでしこ起業家に期待するものー日本再生の鍵」
香港貿易発展局日本首席代表
古田 茂美氏
【パネルディスカッション】
１３：５０～１５：２０
テーマ「引籠りをやめて、アジアへ出よう、私たちが日本の先導役となる！」
アジアを目指すなでしこ起業家のミッション、ビジョン、アジアビジネスの価値は
コーディネーター
香港貿易発展局日本首席代表
古田 茂美氏
パネラー
アショカ財団シニアフェロー （社）伸こう福祉会専務理事
片山 ます江氏
ロイヤルブルーティージャパン㈱代表取締役
吉本 桂子 氏
㈱レイヤーズシティ代表取締役社長
安藤 ゆかり氏

第２部 アジアテクノセンター構想
アジアテクノセンター構想ベトナム
構想ベトナム編
ベトナム編
テーマ（
テーマ（仮題）
仮題）：川崎市が
川崎市が期待する
期待するアジア
するアジアの
アジアの進出拠点 １５：３０～１６：００
ーアジア起業家
ーアジア起業家と
起業家と日本中小企業が
日本中小企業がコラボー
コラボー

川崎市経済労働局長
伊藤 和良氏
コーディネーター
アジア起業家村アジアテクノセンター相談室長
藤原 弘
１６：００～１７：５０

魅力ある
魅力あるベトナム
あるベトナム産業団地
ベトナム産業団地・
産業団地・工場
ベトナム産業団地
ベトナム産業団地運営社
産業団地運営社等
運営社等からプレゼン
からプレゼン
発表社：
発表社：㈱野村総合研究所（
野村総合研究所（ハイフォン工業団地
ハイフォン工業団地）
工業団地）インフラ産業
インフラ産業コンサルティング
産業コンサルティング部上席
コンサルティング部上席コン
部上席コン
サルタント 山田 秀之氏、㈱
秀之氏、㈱アイ
、㈱アイ電子工業
アイ電子工業（
電子工業（ダナンレンタル工場
ダナンレンタル工場）
工場）代表取締役 高橋徳経氏、
高橋徳経氏、
双日㈱
双日㈱（南部ドンナイ
南部ドンナイ省
ドンナイ省ロンドウィック工業団地
ロンドウィック工業団地）
工業団地）コンシューマーサービス
コンシューマーサービス・
ューマーサービス・開発本部開発建設
開発部海外建設課課長 舘入博則氏
舘入博則氏、ＣＯＰＲＯＮＡ㈱（
、ＣＯＰＲＯＮＡ㈱（南部バリアブンタム
南部バリアブンタム省
バリアブンタム省ダ・バク工業団
バク工業団
地）代表取締役社長 小川 登氏、
登氏、副社長 ダオ・
ダオ・ユイ・
ユイ・アン氏
アン氏
第 3 部 参加者交流
参加者交流会
併催ＮＰＯ新年交流会
１８：００～１９：３０
交流会（併催ＮＰＯ
ＮＰＯ新年交流会）
新年交流会）
会場 川崎市産業振興会館 4 階展示室（新年ビジネス交流会）
お申し込み：原則、ホームページからお申し込みください。（交流会参加者優先の先着順受付、
締切は２月１０日です。）
ホームページからのお申し込みが難しい方は、下記申込書にて FAX にてお申し込みください。
注）なお、今回は第 1～３部まで通しの参加者優先受付のセミナーになりますので、第１・2 部セ
ミナーのみの申し込みは、交流会を含めたセミナー参加者が定員（９０名）に達した場合、参加
をお断りしますのでご承知下さい。
セミナーのみ参加希望者で参加可能な方には、２月１１日までに参加票をメール等でお送りいた
します。（参加票が届かない方は定員オーバーで参加ができないということでご了解ください。）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
参加申込は下記ホームページからお申し込みください。
http://www.asia.or.jp/entry.htm
【お問合わせ・連絡先】NPO 法人アジア起業家村推進機構事務局

担当：牟田口、小林、藤原

TEL044-542-5811 FAX 044-542-5812 info@asia.or.jp

ＮＰＯ法人アジア起業家村推進機構は、平成23・24 年度経済産業省
ジャパンブランド育成支援事業に連続して採択されています！
新春（
新春（春節）
春節）アジア起業家村
アジア起業家村かわさき
起業家村かわさきグローバルセミナー
かわさきグローバルセミナー201
グローバルセミナー2013
2013
＆ アジア起業家村
アジア起業家村 2013
2013 新年交流会併催参加申込書
新年交流会併催参加申込書

平成２５年２月１２日（火）開催 1３時～1９時 30 分

【お問合せ・お申込み先】NPO 法人アジア起業家村推進機構 担当：牟田口、小林、藤原
電話
０４４－５４２－５８１１ （ファクス ０４４－５４２－５８１２）
E-mail
info@asia.or.jp(下記項目を記入のうえ、左記メルアドあて送信下さい。)

お申し込み先 FAX： ０４４－５４２－５８１２

（申し込みは、切り離さずにこのままお送りいただいて結構です。締め切り日：平成 25 年 2 月 7 日）

１
３
４
６
８

〒
２ 住所
会社・団体名
部署名／役職
５ 参加者（代表）氏名
参加人数
７ Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
電話
９ FAX
10 参加費 第 1・２部セミナー1,000 円（資料代）／人、
第 1～３部（全部）参加者及び新年交流会参加者は 3,000 円／人
（定員：90 人、全部参加者優先、定員になり次第、締め切ります。）
※なお、今回は第 1～３部まで通しの参加者優先受付のセミナーになりますので、第１・2 部セミ
ナーのみの申し込みは、交流会を含めたセミナー参加者が定員（９０名）に達した場合、参加を
お断りしますのでご承知下さい。
セミナーのみ参加希望者で参加可能な方には、２月１１日までに参加票をメール等でお送りいた
します。（参加票が届かない方は定員オーバーで参加ができないということでご了解ください。）
□ なでしこ起業家シンポジウムに参加する（14 時～）
□ 魅力あるベトナム産業団地・工場プレゼンに参加する（15 時 30 分～）
□ 交流会に参加する（18 時～）

