
                         平成２６年８月２２日 

株式会社七十七銀行 

「ベトナム日本経済交流・復興支援セミナー」の後援について 

 

株式会社七十七銀行（頭取 氏家 照彦）では、お取引先に対する海外ビジネス支援   

の一環として、駐日ベトナム社会主義共和国大使館等が主催するセミナーを後援し、お取引

先の参加を募集することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

本セミナーでは、駐日ベトナム特命全権大使のドァン・スァン・フン氏より、ベトナムの

投資環境情報や外資企業の進出状況等について解説するほか、外国人技能実習制度に基づく

ベトナム人技能実習生の受け入れ状況等について、最新の情報を提供いたします。 

当行は、今後もお取引先の海外ビジネスに関する幅広いご要望にお応えできるよう、 

様々な情報提供に努めてまいります。 

 記 

１．名  称  ベトナム日本経済交流・復興支援セミナー 

２．日  時  平成２６年９月１９日（金） 

セミナー   １３：３０～１６：３０ 

レセプション １６：３０～１７：３０（立食形式の交流会） 

３．会  場  ホテルメトロポリタン仙台 ４階（千代の間） 

        （仙台市青葉区中央１－１－１） 

４．主  催  駐日ベトナム社会主義共和国大使館 

公益財団法人国際労務管理財団（Ｉ.Ｐ.Ｍ） 

５．後  援  七十七銀行、宮城県、仙台市、ジェトロ仙台、公益財団法人国際研修協力

機構、宮城県商工会議所連合会、仙台商工会議所、宮城県商工会連合会、

宮城県中小企業団体中央会、一般社団法人宮城県建設業協会、一般社団 

法人宮城県建設専門工事業団体連合会、宮城県水産加工業協同組合連合会、 

宮城県農業協同組合中央会、ＮＨＫ仙台放送局、河北新報社 

６．内  容  第１部 テーマ：「ベトナムの社会経済概況と日越関係について」 

「ベトナムの人材と技能実習生の受入協力」 

「ベトナムにおける外国からの投資環境について」 

            講 師： 駐日ベトナム社会主義共和国大使館 

                 特命全権大使 ドァン・スァン・フン 氏 ほか 

        第２部：テーマ：「中小企業の海外展開とジェトロ支援」 

            講 師： ジェトロ仙台 所長 寺田 佳宏 氏 

            テーマ：「外国人技能実習制度について」 

            講 師： 公益財団法人国際労務管理財団 
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７．参 加 費  セミナー   無 料 

        レセプション ３,０００円／１名 

８．定  員  １５０名（先着順） 

９．申込方法  別紙の参加申込書を記載のうえ、主催者である公益財団法人国際労務管理

財団（Ｉ.Ｐ.Ｍ）宛にお申し込みください。 

なお、七十七銀行本支店においても申込受付を行っております。 

10．申込締切  平成２６年９月１２日（金） 

 

以 上 
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（別 紙） 

ベトナム日本経済交流・復興支援セミナー 
2014 年 3 月、ベトナム国家主席が国賓として訪日し、日越関係を「広範な戦略的パートナーシップ」という

新たな協力の次元へと発展させることが決まりました。現在、ベトナムと地方自治体との協力関係についても関
心が高まりつつあります。宮城県は東北の発展地域であり、その基礎の上でベトナムと宮城県との協力の一層の
発展をめざし、セミナーを開催する運びとなりました。本セミナーでは、駐日ベトナム社会主義共和国大使館よ
り、ベトナム社会経済状況やベトナム人材力、投資状況や外国人技能実習生の受け入れプログラム等について紹
介いたします。特に今回は、ドァン・スァン・フン大使もご講演されることとなっております。最新のベトナム
情報を入手するまたとない機会ですので、是非参加をご検討ください。  

   

１．日 時 

   平成 2６年９月１９日（金）  

    セミナー   ：１３：３０～１６：３０  無料 

    レセプション ：１６：３０～１７：３０  有料（3,000 円／名）  

２．場 所 

   ホテルメトロポリタン仙台  ４Ｆ（千代の間） 

仙台市青葉区中央 1-1-1（ＪＲ仙台駅 西口より徒歩１分） 

３．定 員     

１５０名（定員になり次第、締め切らせていただきます。）          

４．主 催   

駐日ベトナム社会主義共和国大使館 

公益財団法人国際労務管理財団（I.P.M.） 

５．後 援   
宮城県、仙台市、ジェトロ仙台、公益財団法人国際研修協力機構 
宮城県商工会議所連合会、仙台商工会議所、宮城県商工会連合会 
宮城県中小企業団体中央会、一般社団法人宮城県建設業協会 
一般社団法人宮城県建設専門工事業団体連合会、宮城県水産加工業協同組合連合会 
宮城県農業協同組合中央会、ＮＨＫ仙台放送局、河北新報社、七十七銀行 

 

６．タイムスケジュール（予定） 

  13:00～13:30 受付 

  13:30～13:40 開催挨拶 公益財団法人国際労務管理財団 

  13:30～13:40 挨拶   宮城県 

   第１部    13:40～15:00  

        駐日ベトナム社会主義共和国大使館による講演 

「ベトナムの社会経済概況と日越関係について」      

  特命全権大使 ドァン・スァン・フン氏 

   「ベトナムの人材と技能実習生の受入協力」            

参事官・労働管理部長 グェン・ザー・リエム氏 

「ベトナムにおける外国からの投資環境について」      

参事官・投資部長 グェン・バン・バー氏 

－ 休憩＆名刺交換会 － （10 分） 

   第２部   15:10～16:30  

「中小企業の海外展開とジェトロ支援」           

ジェトロ仙台 所長 寺田 佳宏氏    

「外国人技能実習制度について」             

公益財団法人国際労務管理財団 

   「ベトナム技能実習生送出し機関の紹介」 

  － レセプション会場へ移動 － 

 第３部  16:30 ～17:30  レセプション 

 

フン大使をお招きし、レセプション(立食・ビュッフェ形式) を開催いたします。 
 ベトナム大使館やベトナム企業との交流ができる良い機会ですので、是非ご参加ください。 

交流・セミナーに参加を希望する方は、裏面参加申込書にご記入の上、ファックス等でお申し込みください。 
(レセプションからの参加も可能です) 参加費：3,000 円  
                                         【参加申込書は裏面】 

ベトナム大使略歴 

生年月日： 1957年3月10日 

出身地：    ベトナム北部ハイフォン市 

学歴：       旧ソ連ドネシク大学卒業 

（経済人工知能学学士） 

           ロンドン大学にて開発経済学修了 

職歴： 

1980年 在ソ連ベトナム大使館職員 

1984年 外務省ソ連局専門官 

1985年 在ソ連ベトナム大使館三等書記官 

1989年 外務省ソ連局専門官 

1993年 外務省大臣官房専門官兼外務大臣秘書官

1994年 外務省副官房長官兼外務大臣秘書官 

1997年 在米ベトナム大使館公使参事官 

2001年 外務省米州局副局長 

2003年 外務省儀典局長 

2004年 外務省総合経済局長 

2007年 外務大臣補佐官、外務省総合経済局長 

2008年 外務次官、外務省経済外交運営委員長 

政府国際経済統合国家委員会委員 

2012年 駐日ベトナム特命全権大使 

DOAN  XUAN  HUNG 

(ドァン・スァン・フン) 

駐日ベトナム特命全権大使 
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「ベトナム日本経済交流・復興支援セミナー」参加申込書 

 

申込先：公益財団法人国際労務管理財団（I.P.M.） 企業部  

Fax:      03-3354-4847  

ホームページからのお申込み http://www.ipm.or.jp  

≪申込締切≫平成26年 9月 12日(金) 

 

会社名 
 

 

TEL: 

 

FAX: 

 連絡先 

E-mail: 

 

役職 氏名 セミナー レセプション 

 
 

 
 参加・不参加 参加・不参加 

 
  参加・不参加 参加・不参加 

参加 

希望者名 

 
 

 
 参加・不参加 参加・不参加 

※ 定員の関係上、締切期日前でも申込みを締め切らせていただく場合が有りますので、ご了承下さい。 

※ ご記入いただいた情報は、主催団体からの各種連絡・情報提供及び後援団体への報告のために使用することがあります。 

 

【お申込/お問合せ先】 
公益財団法人国際労務管理財団 （I.P.M.） 
 東京本部   〒160-0022 東京都新宿区新宿１-26-6 新宿加藤ビル 7F 

Tel : 03-3354-4841   Fax : 03-3354-4847 
仙台事務所  〒980-0021 仙台市青葉区中央 2-11-23  太田ビル４F 

Tel : 022-796-8724   Fax : 022-796-8725 
 E-mail : kigyou@ipm.or.jp  

 

【交通アクセス】 

≪セミナー会場≫                

メトロポリタン仙台        

〒980-8477 仙台市青葉区中央 1-1-1     

Tel (代)022-268-2525           

        

≪会場地図≫ 
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駅 
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さくら野百貨店 
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愛宕上杉通 

メトロポリタン仙台 
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