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2021年度事業活動2021年会員総会＆20周年記念式典

式典会場に参加した理事や会員の皆様

䔥新会長、厳新理事長の就任

3月26日（金）

ホテルニューオータニ

内外から約400名の参加
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2021年度事業報告

1

CONTENTS

活動基盤の維持と発展（会務委員会）

会の拡大と発展活動（会員増強委員会）

2

3

5

4

会員事業サービス（運営委員会）

対外交流事業（渉外委員会）

会員ビジネス支援事業（ビジネス創出委員会）
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2021年度事業報告

、

活動目的

◆会員同士の交流を深める
◆会員の事業発展
◆ビジネスマッチング

委員会構成

委員長

副委員長

委員

船津康次副会長

陳熹、譚玉峰、大城昭仁、平田雅子、黒河靖彦、郭健、
林秀燕

２１名

会員事業サービス（運営委員会：船津康次委員長）
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2021年度事業報告

活動内容

例会 12回 オンライン実施

会員交流会 1回 オンライン実施

セミナー 3回 オンライン実施

企業視察 2回 オンライン実施

レクリエーション
4回 オンライン実施

1回 京都視察

会員事業サービス（運営委員会：船津康次委員長）
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2021年度事業報告

Zoomでの例会

レクリエーションによる「オンラ
イン華道の作品集」Zoomでの企業視察

運営委員会活動の様子
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2021年度事業報告

万福寺参拝時集合写真

京都ミッションの女子たち

西本願寺にて
集合写真

京都ミッション
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2021年度事業報告

対外交流事業（渉外委員会：徐志敏委員長）

活動目的

◆日本国内の経済団体との交流
◆中国、世界各地の中華總商会との交流
◆対外PR

委員会構成

委員長

副委員長

プロジェクト
責任者

徐志敏常務副会長

方永義、段卓、何玲青

マレーシアPJ：陳熹常務副会長
中国PJ：潘若衛常務副会長
海南島PJ：許萍副会長
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2021年度事業報告

対外交流事業（渉外委員会：徐志敏委員長）

活動内容

日本青年会議所との交流会 3回

新日本経済連盟との交流会 1回

交流の定期化

相互理解に注力

経団連中国委員会・農業活性化委員会、日中投資促
進機構、経済産業省投資促進課、横井裕元駐中国大
使・日本オリンピック委員会常務理事など

多方面との交流
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2021年度事業報告

4月と７月の交流会の
様子

日本青年会議所と共催会員交流会
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2021年度事業報告

活動内容(中国との交流）

国僑弁とのオンライン交流会 1回

中国政府との関係維持

対外交流事業（渉外委員会：徐志敏委員長）
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2021年度事業報告
国僑弁とのオンライン交流会
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2021年度事業報告

対外交流事業（渉外委員会：徐志敏委員長）

活動内容

マレーシア中華總商会との定期交流会 4回

香港中華總商会主催の華商フォーラム 1回

オーストラリア中華總商会との交流会 1回

定期交流の制度化

友好団体として総合支援

友好団体として総合支援
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マレーシア企業とのZOOM定期交流

2021年度事業報告
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オーストラリアビクトリア中華總商会

との交流

2021年度事業報告
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2021年度事業報告

会員ビジネス支援事業（ビジネス創出委員会：尚捷委員長）

活動目的

◆ 会員事業の再構築
◆ ビジネスモデル転換の支援
◆ 起業/新事業立ち上げのサポート

委員会構成

委員長

副委員長

尚捷常務副会長

王遠耀、譚玉峰、許萍、大城昭仁、郭健
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2021年度事業報告

会員ビジネス支援事業（ビジネス創出委員会：尚捷委員長）

活動内容

ビジネスサロン ２回

IT、農業、農産物と食品をテーマに
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ビジネスサロン1回目

ビジネスサロン２回目

ビジネスサロンの様子

2021年度事業報告
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2021年度事業報告

会の拡大と発展活動（会員増強委員会：王遠耀委員長）

活動目的

◆会勢拡大と活性化
◆企業への本会のPRと理解の浸透

委員会構成

委員長

副委員長

王遠耀副会長

曹陽、張成煥、大城昭仁、佐々木健一
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2021年度事業報告

活動成果

法人正会員 24社

賛助会員 18社

計42社の新入会員

会の拡大と発展活動（会員増強委員会：王遠耀委員長）
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12月オンライン開催

新入会員歓迎会

2021年度事業報告
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2021年度事業報告

活動基盤の維持と発展（会務委員会：張宇藍委員長）

活動目的

◆ 活動基盤の整備と維持
◆ 会員同士や対外交流のプラットフォームの構築
◆ 各事業活動のサポート
◆ 会務の管理改善

委員会構成

委員長

副委員長

事務局長

張宇藍常務副会長

庄旭、王秀徳、曹陽、朱映山

佐々木 操
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2021年度事業報告

活動基盤の維持と発展（会務委員会：張宇藍委員長）

活動内容

◆コロナの中で本会設立20周年記念式典の開催

◆会員企業の協力を得て、会員の職域接種の参加を実現

◆ 新入会員の面接や手続き、オリエンテーション、各種の
問い合わせ対応による会員様との関係の構築

◆ 各種事業活動、理事会などの運営管理サポート

◆ 規程整備など本会の制度化、成熟化に向けた努力
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職域接種協力実施

2021年度事業報告
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新入会員オリエンテーション

2021年度事業報告



26

2022年事業計画

1

CONTENTS

活動基盤の維持と発展（会務委員会）

会の拡大と発展活動（会員増強委員会）

2

3

5

4

会員事業サービス（運営委員会）

対外交流事業（渉外委員会）

会員ビジネス支援事業（ビジネス創出委員会）
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2022年事業計画

方針

◆ 既存の活動の外、外部講師を招聘し、セミナーなどを通じて会員の

視野を広げ、ビジネス機会の拡大に貢献する

◆ ビジネスマッチングを目的とした会員同士の交流企画をより活発化

◆ 賞月会などの再開とグレードアップを検討

◆ 次世代の育成を目的とする経営塾を開催し、若い経営者の発掘と育

成

会員事業サービス（運営委員会：船津康次委員長）
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2022年事業計画

活動予定

会員交流分会

例会 12回

会員交流会 4回

企業視察セミナー分会

セミナー 3回

企業視察 2回

レクリエーション部会 レクリエーション 7回

ビジネス開発支援部会 JCとの「日中ビジネス交流会」 2回

青年部会 日本中華総商会 次世代経営塾第一期 講座 6回

会員事業サービス（運営委員会：船津康次委員長）
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2022年事業計画

方針

◆日本各経済団体との交流をさらに広げる

◆中国、海外との交流を引き続き積極的に展開

対外交流事業（渉外委員会：徐志敏委員長）



2022年事業計画
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活動予定(日本国内）

JCとの交流会（運営委員会と連携） 2回

JCのASPAC堺高石大会への協力

新経済連盟や日中投資促進機構などと交流を継続的に進める

対外交流事業（渉外委員会：徐志敏委員長）
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2022年事業計画

活動予定(海外）

マレーシア中華總商会との交流会 会員企業 3社ずつ ２回

特別交流会 2回

昨年と同様、他国の中華總商会との交流を、時期を見て展開予定

活動予定(中国）

コロナの状況をみて、オンラインにて積極的に政府関係及び企業関

連の皆様と交流を図る

対外交流事業（渉外委員会：徐志敏委員長）



2022年事業計画

32

方針

◆在日華僑華人の若者の企業支援

◆ビジネスコンテストの実施

◆ビジネスサロンの展開

会員ビジネス支援事業（ビジネス創出委員会：尚捷委員長）
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2022年事業計画

会員ビジネス支援事業（ビジネス創出委員会：尚捷委員長）

活動予定

ビジネスサロン 5～6回

ビジネスコンテスト 10月（予定）
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2022年事業計画

皆様のご友人やお知り合いの
ご紹介・ご協力どうぞよろしくお願い申し上げます。

方針

◆企業へのPRを積極的に実施

◆会員拡大を目指し、より一層努力を図る

会の拡大と発展活動（会員増強委員会：王遠耀委員長）
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2022年事業計画

方針

◆会員と関係性・交流プラットフォームの構築と維持

◆会員の皆様の活動拠点として機能していく

• ホームページ、メルマガなど広報活動を強化

◆会の成熟化と安定運営を支援

• 各種制度や規程の整備、運営改善、効率化

活動基盤の維持と発展（会務委員会：張宇藍委員長）



2022年事業計画

36

展望

。

アフターコロナを迎え、本来の活動を取り戻すだけ

に止まらず、会員事業の支援を中心に本会の交流プ

ラットフォームの機能をより一層高め、会員の皆様

にとって役に立つ日本中華總商会になる2022年にし

ていきたいと思います。

会員皆様のより一層のご理解とご支援を賜りたく
お願い申し上げます



御清聴ありがとうございました。
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