日本の成長はアジアとの共生、共創、共育、共進化！
※講師等の紹介は３ページ以降にあります。

かわさきグローカルセミナー2018
―アジア（モンゴル・ベトナム等）高度人財活用セミナー
ー平成時代後を見据え川崎を国際的な産業人財輩出拠点へー
AI&IOT 時代、アジア等高度人財を育成活用して中小企業を支え
高度化して川崎からグローバルニッチトップ企業群を創出へ
アジア等高度人財と日本中小企業がコラボするかわさきを創造！
１ 開催概要
日 時：平成 30 年３月７日（水）１３時３０分～１７時００分 終了後交流会
会 場：川崎商工会議所会議室
川崎市川崎区駅前本町 11-2 川崎フロンティビル 2 階
主 催：NPO 法人アジア起業家村推進機構、（一社）アジアサイエンスカフェ
共 催：川崎商工会議所
後 援：川崎市、（公財）川崎産業振興財団、（公財）神奈川産業振興センター 、
ジェトロ横浜貿易情報センター、京浜多摩和僑会
対 象：川崎市内外の第 4 次産業革命（産業高度化）を担う企業・団体・学校等、
裾野産業を支える中小企業でアジア等の高度人財獲得に興味をもつ企業・団体等
川崎市内外のあらゆる業種で人財獲得に興味を持ち、優秀なアジア人財を獲得
したい企業・団体等、
定 員：１００名
参加費：無料（セミナー）
交流会：4,000 円／人
２ 第１部
司会 ＮＰＯ法人アジア起業家村推進機構副理事長
小林 一
【主催者挨拶】
ＮＰＯ法人アジア起業家村推進機構理事長
下條 武男
【ご挨拶】
川崎商工会議所会頭
山田 長満
【来賓ご挨拶予定】 川崎市、（公財）川崎市産業振興財団、京浜多摩和僑会会長 桂田忠明氏
１）．基調講演
１３：４０～１４：２０
テーマ「アジア人財を地域産業への投入は、地域の不動産を活性化し、新潟経済を豊かにする」

㈱グローバルトラストネットワークス社長

後藤 裕幸氏

外国人が日本の生活での困りごと（家賃保証等）解決で成長を続けるベンチャー企業

（社員の 70％が外国人、外国人支援企業）(ＮＰＯ会員)
２）基調講演
１４：２０～１５：００
テーマ「アジアと日本の地方を結ぶ信頼のビジネス、日本のシルバー人財とアジア人財の和
合で信頼のアジアビジネスへ、カントーフェスティバル、ICT イノベーションセン
ターの設立、出版・映画制作など、日本とベトナムとの共進化を目指す」
ブレインワークスグループ CEO
近藤 昇氏
〇休憩(10 分）
２）．シンポジウム
１５：１０～１７：００

テーマ「中小企業等のアジア等高度人財の育成・活用についてー中国・アジア人財を例にして」
日本を超えて世界の舞台でビジネスを展開するときには、いち早く、情報を手に入れ、世界的
なマーケットでグローバル・ニッチトップ企業を目指していくべきです。そのときに必要な高度
な人財をただでさえ、労働力不足の日本から求めるより、はじめからアジアの高度人財を確保し
ていくことが必要となることは、優れた経営者であればすぐ理解できるかと思われます。その手
助けとなるシンポジウムを開催いたします。
また、一方で、外国人を受け入れるための企業文化や地域コミュニティの内なる国際化が必要
で、それが地域産業の活性化やグローバルな展開の経営に貢献、多様な産業を誕生させるダイバ
ーシティ都市へと川崎を変貌させます。
コーディネーター
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
パネリスト
川崎商工会議所専務理事
小泉 幸洋氏
アルファクス㈱社長
石塚
靜氏
（地元の優れたものづくり企業、ベトナム高度人財活用でアジア市場開拓中）
ブレインワークスグループ CEO
近藤 昇氏
（IT 企業でアジアと日本の地方を結ぶ信頼のビジネス創出、出版と映画製作も行う）
㈱グローバルトラストネットワークス社長
後藤 裕幸氏
（社員の 70％が外国人、外国人支援ベンチャー企業）
第２部 交流会
１７：００～１８：３０
会場 川崎商工会議所会議室 司会：ＮＰＯ理事 ,挨拶：NPO 理事長
（予定） ご挨拶：川崎市、来賓ご挨拶
お申し込み：原則、ホームページからお申し込みください。（締切は３月５日です。）
ホームページからのお申し込みが難しい方は、メールで info@asia.or.jp あて必要項目を記載の
上、お申し込みください。また、下記必要項目記載の上、FAX050-3156-7362 にてお申し込みいた
だいても結構です。
参加申込は右記ホームページからお申し込みください。http://www.asia.or.jp/entry180307.htm

かわさきグローカルセミナー2018 参加申込書
平成３０年３月７日（水）開催 13 時 30 分～18 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
電話
０４４－５４２－５８１１ （ファクス ０５０－３１５６－７３６２）
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： ０５０－３１５６－７３６２（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 30 年 3 月 6 日、定員になり次第、締め切ります。）

【必要事項】１ 〒
２ 住所
３ 会社・団体名
４ 部署名／役職
５ 参加者（代表）氏名
６ 参加人数
７ Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
８ 電話
９ FAX
10 参加費 セミナー無料 交流会 4,000 円／人（定員：100 人、定員になり次第、締め切りま
す。）
□セミナーに参加する ３月７日（金）開催
13 時 30 分～17 時 00 分
□交流会に参加する（会費 4,000 円/1 人） 交流会 17 時 00～18 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事務局 電話 044-542-5811

日本の成長はアジアとの共生、共創、共育、共進化！

かわさきグローカルセミナー2018 講師紹介等詳細
―幅広い業種のアジア等高度人財活用セミナー
少子高齢化の日本、これからは外国（人）市場を取り込む時代。アジア起業家村では、
今までの実績と信頼を踏まえて、アジア等の高度人財を産業界に繋げ、幅広い業種の
中小企業がアジア等の市場を取り込めるように経営の革新に対応しています。不動
産、製造業、飲食等、すべての業種が市場になります。 次の内容でセミナーを開催
いたします。奮ってご参加ください。
こんな方にオススメです！
・人財不足のあらゆる業種の企業の経営者・総務部・人事部門責任者・外国人活用を考えて
る中小企業経営者
・海外進出を考えている経営者、海外戦略部門の責任者
・経営革新のチャンスを見つけたい大企業の人
・不動産業界で賃貸借等物件の空き物件の活用を進めたい経営者等
・将来海外で活躍を考えている日本人
・外国人とチームで仕事することに関心がある人
・日本または自国で起業を目指す外国人
主催
NPO 法人アジア起業家村推進機構
開催日時
２０１８年３月７日（水）
【講演会】13：30～17：00 ※13：00 受付開始【交流会】17：00～19：00
開催場所
川崎商工会議室２F 会議室
（住所：川崎市川崎区駅前本町 11-2 川崎フロンティアビル TEL:044-211-4111）
ＪＲ川崎駅、京急川崎駅徒歩５分

い

ブレインワークスグループ CEO
近藤 昇氏
1962 年徳島県生まれ。神戸大学工学部建築学科卒業。一級建築士、特種情報処理技術者の資格
を有する。中小企業の経営のお助けマンを軸に、企業、官公庁自治体などの組織活動の支援を手
掛ける。一方、アジアビジネスにも挑戦し、今はベトナムを中心として東南アジアビジネスに精
通する。特に、新興国における事業創造、ビジネスイノベーション支援の実績は多数。現在、ア
フリカ、インドにおけるビジネス活動に取り組んでいる。日本の強みである信用ビジネスにフォ
ーカスすること、をモットーに、日本の地方と新興国の地方を繋ぐために日々活動している。 代
表的な著書に「もし波平が７７歳だったら？」、「もし、自分の会社の社長がＡＩだったら？」
（いずれもカナリアコミュニケーションズ刊）など多数。ＮＰＯ法人アジア起業家村推進機構ア
ジア経営戦略研究所政策顧問などとして活躍。

講師
・㈱グローバルトラストネットワークス社長
後藤 裕幸氏
外国人の日本生活での困りごとを解決するミッションで 12 年前に創業、賃貸借の保証をする事業
を中心に、携帯電話、外国人採用紹介、そして現在は、外国人の与信までも目指すベンチャート
ップ企業（社員の 70％が外国人を経営するＮＰＯのパートナー企業)
・アルファクス㈱社長
石塚 靜氏
アルファクス㈱は創業以来、レーザーダイオード（LD）の量産用検査装置を国内外のお客様に提
供。レーザーダイオードの市場は光ディスクを中心とした市場から光通信市場のグローバル化と
用途の多様化という新しいステージに突入している。高出力化に向かっている市場のニーズに対
応した新製品の開発を行い、新市場の開拓に注力している。また、同じオプトエレクトロニクス
の新市場である LED は既に社会の隅々まで普及してきているが、数年前から LED 市場の開拓、
拡販に挑戦し、LED の量産用検査装置、LED の照明機器等の応用製品を開発・販売している。さ
らに、２０１２年より当社としては全く新しい分野となる農業関係事業として農業情報システム
を開発、販売し、社名の通り未知なる未来に向かって挑戦し、社会の発展に貢献するよう経営を
導く経営者、近年は着実にベトナム市場を開拓している。（ハイテクリバー前理事長）
・川崎商工会議所専務理事
小泉 幸洋氏
元川崎市経済局長、シリコンバレーを経験し、アジア起業家村の設立や川崎日中産業交流協会を
設立するなど、川崎市の国際派人財。退職後川崎商工会議所専務理事に就任。川崎商工会議所は、
ラオス商工会議所をはじめ、タイ、ミャンマー、カンボジア、ベトナム各国の商工会議所と協力
協定を締結している。さらに、川崎市内に立地する大学と連携して、メコン地域の市場調査にも
力を入れるなど、学際的な交流手法にも理論的主柱を立てて会員の指針を立てている。特に同会
議所の山田長満会頭は、ラオスの日本ラオス協会の役員をはじめ東南アジア各国の協会の役員を
務めるなどの国際的な人脈が厚いが、同会議所 KCCI 企業家カレッジを開校し、その中でも数多
くの海外開拓のセミナーを開催している。小泉専務理事は、会頭の信頼を受けて商工会議所の会
員企業をはじめ市内企業の国際化に貢献する商工会議所の実務的責任者を務める。
・コーディネーター
ＮＰＯ法人アジア起業家村推進機構専務理事 牟田口 雄彦
アジア起業家憧憬の島、日本、そしてアジア起業家と共創、共育、共進化する村、アジア起業
家村を創設するためにＮＰＯ法人を理事長の下條武男（ＩＣＴ創業５０周年を迎えるＪＡＳＤＡ
Ｑ上場企業会長）等と共に１２年前に設立。５０社の創業を達成、支援しているが、起業家育成
塾では３００人の起業家予備軍を既に輩出している。有志で科学者とアジア起業家が新ビジネス
を誕生させる「アジアサイエンスカフェ（一社）」の拠点を誕生させている。役所を早期退職し
て１７年前に創業、現在は海援隊２１株式会社代表取締役。中小企業の商社をＮＰＯ法人で養成
したアジア起業家パートナーとともに展開する。ＩＣＴ取引は、慶應義塾大学の新世代ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝ
ﾄｼﾃｨｺﾝｿｰｼｱﾑと連携した取り組みで、お土産や商品を自宅等に届ける IOT 自動販売機事業を展開
し、東京オリンピック時には日本・アジア等に届けることを目指している。現在は特に中小企業
の人財不足に対応してアジア等の高度人財を発掘育成にパートナー企業と共に注力している。
お申込みは、下記からどうぞ
http://www.asia.or.jp/entry180307.htm

ホームページからのお申し込みができない方は、次の様式でお送りください。
※

お申し込み/お問い合わせ先

氏名とさしつかえなければ、所属先、部署・役職、ご連絡先を明記の上、
メールあるいはＦＡＸで 事務局までお申込ください。事前の申込をお願いいたします。
◇３/７（水) 1３：３０～ 「かわさきグローカルセミナー2018―アジア産業人財活用セミナー」

※

参加申込書
氏名：
会社名：
部署/役職：

TEL：e-mail：
--------------------------------------------※

送付先・

ＮＰＯ法人アジア起業家村推進機構事務局

TEL：０４４（５４２）５８１１
FAX：０５０（３１５６）７３６２
e-mail info@asia.or.jp

