＊CCCJ ニュース＊

2021 年 10 月号

★ 新規入会
 晶盛機電日本株式会社（企業正会員）
 株式会社 SGST（企業正会員）
 楊洋商事有限会社（企業正会員）
 株式会社 Tokyo BizLegal（企業賛助会員）
 株式会社ワンモア（企業賛助会員）
 宮越ホールディングス株式会社（企業賛助会員）
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CCCJ 總会活動報告

➢ 10 月 6 日（水）運営委員会
10 月 6 日（水）午後

17：00～18：00、Zoom 会議室にて、2021 年第 10 回運営委員会会議が行

われた。
各部会長より活動の進捗状況について報告。その後新入会員フォローアップ・今後の活動展開
などについて議論が交わされた。

➢ 10 月 13 日（水）第 10 回例会
10 月 15 日（水）12：00-13：00、ZOOM 会議室にて、2021 年第 10 回例会を開催。
今回は 株式会社斐然趙徳鵬様より「新型コロナウイルス感染症の影響下、人々の生活を支え
るサービスロボット」について、株式会社 FENCELESS 宋永旺様より「FENCELESS 概要ご紹
介」についてのプレゼンテーションが行われた。
限られた時間の中で、質疑応答が活発に交わされ、大変盛り上がった。計 25 名のご参加。

♪ 「例会」で自社のご紹介をしませんか！ ♪
会員の皆様、「例会」と「ビジネス交流会」を担当している会員交流部会です。
毎月開催している「例会」では、２社様のよるプレゼンテーションを毎回実施しております。
自社紹介やご自慢な商品、サービスのご披露等に意欲のある会員様は是非気軽に事務局にご相
談くださいませ。
皆様からのご応募をお待ちしております。
なお、プレゼンテーションの内容については部会内において予め確認を行っておりますので、
ご了承ください。
事務局の連絡方法： ☎：03-5422-7926 ✉：info@cccj.jp

➢ 10 月 24 日（木）オンライン華道体験
10 月 24 日（木）13:00～15:00 Zoom ウェビナーを用いて、オンライン華道体験を開催。
今回の華道体験は個性豊かなベテラン講師をお招きして、ハロウィンのオシャレな生け花の作
り方を教えて頂いた。参加者からはコロナであまり外出できないなか、オンラインで貴重な経験
ができ、とても楽しかったなどの声が寄せられた。計 20 名のご参加。

➢ 10 月 26 日（火）幹事会
10 月 26 日（水）16：00～18：00、ハイブリッド方式で幹事会会議を開催。
議長である䔥会長の開会宣言の後、厳理事長の挨拶、会務委員会・運営委員会・渉外委員会・
ビジネス創出委員会・会員増強委員会などより会の活動報告が行なわれた。
その後次回執行理事会・幹事会の開催日程・議題・講演者候補、迎春会開催日程などについて
討議が行われた。

➢ 10 月 26 日（火）ビジネスサロン開催
10 月 26 日（水）18：00～20：00、ビジネス創出委員会が主催するビジネスサロンが開催され
た。
今回は IT 業種に絞って 12 社の参加を得、普段はあまり話さない失敗談も含めて事業展開上の
経験や心得など、質の高い交流ができて、大変ご好評を頂いた。
※

ビジネス創出委員会はネーミングとおり、総商会の会員のみなさまの事業創出や事業発展に資
するような活動を企画・実行する委員会。
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渉外活動報告

➢ 日本青年会議所との交流が継続
10 月 18 日（月）日本青年会議所国際グループ日中協働委員会委員長、副委員長が事務局に来
訪、離任の挨拶がなされた。同じ時期に新年度担当の後任から挨拶と、「アジアアライアンス構
築委員会」も交えて打合せたい要望も届き、日本青年会議所との交流がこれからも続く。

➢ 経済産業省・投資促進課から本会にヒアリング
10 月 20 日（水）経済産業省・投資促進課の三原健司企画官らから本会に対するヒアリングが行
われ、徐志敏渉外委員長、張宇藍会務委員長は応対した。投資促進課は海外から日本への投資誘
致に本会が出来得る役割などに興味があり、また本会からは経済安保なども含めて政府の戦略な
どについて質問など、双方有益な意見交換が行われた。

➢ マレーシア中華總商会との聯席委員ワーキング会議
10 月 12 日（火）本会とマレーシア中華總商会の聯席委員のワーキング会議がオンラインにて開
かれ、現在行われている交流会についての改善意見、そして来年のワーキング会議の日程確認が
行われた。
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直近予定
1)

11 月次運営委員会
11 月 10 日（水）

2) 会員例会
日時：11 月 17 日（水）12:00～13:00
内容：＊「モノと想いをつなげる～佐川グローバルロジスティクス～」
佐川グローバルロジスティクス株式会社

グローバル SCM 部

佐々木様

平井里奈

様
＊「中国文化を日本へ！日中文化交流ビジネス最前線」
IP FORWARD グループ 「株式会社ぬるぬる」共同代表 山下智博様
形式：Zoom 会議
参加リンク：
https://us06web.zoom.us/j/81902253157?pwd=SUV1V00zWHExNVJ2Q2pwYkhBQkE2dz09
ミーティング ID: 819 0225 3157
パスコード: 800442

3) レクリエーション部会
【京都萬福寺と池坊】（予定）
開催日：11 月 26 日（金）～27 日（土）
人数： 限定
詳細は確定後、改めてご案内します。

4）日本中華總商会とマレーシア中華總商会のオンライン交流会

第3弾

開催日：11 月 2 日（火）
時間：

15:00～16:30

言語：

中国語 （日本語同時通訳）

形式：

ウェビナー

参加リンク：（登録不要）
https://us06web.zoom.us/j/88978764606?pwd=Z25mZGVYN3BFbDY1bjRZOU50UWlzUT09
ID·：889 7876 4606
パスコード:

927341

5）日本中華總商会とマレーシア中華總商会のオンライン交流会
開催日：11 月 25 日（木）
時間：

15:00～16:30

第4弾

（詳細は後日案内します）
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会員動向
❖

株式会社デジタルフォルン
中途採用説明会 | 株式会社デジタルフォルン (vorn.co.jp)

❖

株式会社 EPS
株式会社 EPS 鎌倉無有館、ハピネスマルシェ開催～HATARAKI LAB 製のお菓子・紅茶・地
本鎌倉野菜等販売
https://www.epbiz.co.jp/pdf/20211107_marche.pdf

❖

株式会社三明インターナショナル
食後の血糖値上昇をおだやかにする機能性表示食品、「新美糖」（アラビトウ）を 10 月 1 日
から発売している株式会社三明インターナショナルが、
11 月 9 日（火）～11 日（水）大阪インデックスで開催される「健康・未病産業展 2021」に出
展します。ブース番号：5-33
健康・未病産業展 2021 は、病気リスクの高い生活習慣病予防向け製品・サービス、健康食
品・自然食品・食品素材など合計 5 展示会を構成展として開催されます。
https://wfjapan.com/hfexpo/osaka/

❖

株式会社帝国ホテル
帝国ホテル 東京は、営業縮小により昨年 4 月から休業していたタワー地下 1 階のフランス料
理レストラン「ラ ブラスリー」をリニューアルオープンするとともに、帝国ホテル直営の日本
料理店「帝国ホテル 寅黒」を新規開店いたします。
さらに、2 つの店舗をシームレスにお楽しみいただける“ホテルバル”エリアを新設し、2021 年
11 月 1 日(月)より営業開始いたします。
https://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/special/tower_gourmet/
ご興味がある方は下記にご連絡くださいませ。
帝国ホテル 営業部 郭育廷（TEL：03-3539-8712）

＊CCCJ 事務局は、会員企業の製品・サービスの宣伝等を代行致します。
ご要望がございましたら事務局までお気軽にご連絡下さい。
◆――――――――――――――――――――――――――――――――――◆
発行：一般社団法人 日本中華總商会（CCCJ）事務局
住所：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-15-1
TEL

：03-5422-7926

恵比寿パルクビル 2 階

FAX：03-5422-7925

